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発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

2 国総

東書 302

15 現Ｂ

三省堂 304

183 古Ａ

第一 305

2 古Ｂ

東書 302

2 古Ｂ

東書 303

50 現文

大修館 038

212 古典

桐原 047

212 古典

桐原 048

81 世Ａ

山川 306

81 世Ｂ

山川 304

81 日Ｂ

山川 301

46 地Ａ

帝国 303

46 地図

帝国 302

81 世Ａ

山川 016

81 世Ｂ

山川 016

81 日Ａ

山川 013

詳説世界史　改訂版

日本史Ａ　改訂版

地
理
歴
史

要説世界史

要説世界史　改訂版

現代評論を読むために重要な
語句の説明がまとめてあり、
自主学習にも適している。

高等学校　標準古典Ａ
物語選

精選古典Ｂ　古文編

世界と日本の各地域の地図と諸資料がまん
べんなく掲載されている。改訂により、経
済発展が進む中国や東南アジア諸国、
BRICs諸国の資料が増えている。

新詳高等地図
1
2

2

小説、評論とも定評のある執筆者の作品を
多く収録してあり、現代社会の課題を多角
的にとらえ、考えを深めていくのに適した
内容となっている。

充実した内容の教材が多
く、複数年での履修にも
対応できる。

使用
学年

2

古典作品として長く評価されている作品を
幅広く採録しており、注も詳細でわかりや
すく編集されている。

写真や図が充実しており、古
典作品の内容の理解に役立
つ。

精選国語総合 1

単元のおわりに作品やテーマに関するエッ
セイがあり、それぞれの作品について理解
を深めるのに役立つ。

４１５ページとやや厚手
だが、現代文・古典とも
教材は充実している。

古典参考図録など資料が豊富
である。表現活動編がやや詰
め込みすぎの感がある。

科
分

教
区

構成・分量・装丁教　科　書　名

 川崎市立  川崎高等学校 （ 全日制 ）

二分冊であることで、複
数年での履修にも対応で
きる。また分量も適当で
ある。

図版を多く取り入れており、
作品を理解するのに役立つ。

　　　　　　　平成２６年度使用教科用図書採択選定一覧表

生徒にとって読みやすく
構成されており、各単元
の分量も適切である。

内　　　　　　容

精選現代文Ｂ

表記・表現

精選現代文　改訂版 3

評論分野に現代社会の課題について思考を
促す作品が多い。小説は「山月記」「ここ
ろ」など定番作品が収録されている。

注が多く、重要古語が抽
出されて編集されてお
り、生徒の自学自習に役
立ち、複数年での履修に
も対応できる。

適切な図版が用いられ、現代
の文化と古典世界とのつなが
りを考えさせるエッセイなど
も充実している。

高等学校　古典（古文
編）　改訂版

2

古文作品として定評ある作品を幅広く採録
しており、単元ごとの古典文法や古語につ
いて確認する問いについても適切な内容
で、生徒が古文学習を進める上で役立つ。

国
語

幅広い分野からの作品で
構成されており、複数年
での履修にも対応でき
る。

図版は多くはないが各単元を
理解するには適切な配置がな
されている。また附録部分も
充実している。

それぞれの作品の分量や
配置などが適切である。

イラストや写真は少なめだ
が、適切な表現でわかりやす
い。

二分冊であることで、複
数年での履修にも対応で
きる。また分量も適当で
ある。

図版は多くなくシンプルなつ
くりだが、脚注が多くわかり
やすい。

精選古典Ｂ　漢文編 2

漢文作品として定評ある作品を多く採録し
ており、注もわかりやすい。また各単元で
出現するごとに句法の説明があるので、自
学自習にも適している。

高等学校　古典（漢文
編）　改訂版

3

各時代、各ジャンルから作品が採録され、
教材の配列も適切である。句形の問題がま
とめられ、生徒の自主的な学習の助けとな
るものが多い。

3

幅広いジャンルの古文教材が採録されてい
る。学習の手引きや文法の確認も充実して
おり、進路に対応できる工夫がみられる。

2

内容が簡潔にまとめられていて、わかりや
すく基礎学力の充実が図られる。また、学
習指導要領に示す内容の趣旨に沿ってい
る。

内容が全体として系統的
に記述・配列されてい
て、分量も適切である。

文字の大きさ・字間・行間な
どの表記が適切である。

詳説世界史 2

記述は詳しく、理解しやすい内容となって
いる。学習指導要領に示された内容の取扱
いの趣旨に沿っている。

各単元の学習項目が見開
きにおさめられていて学
習しやすく配列されてい
る。

わかりやすい表記になってお
り、一つひとつの文の長さも
適切で理解しやすい。

各単元の分量も適切であ
る。系統的に記述されて
いる。

読みやすく、文字などの表記
が適切である。わかりやすい
表現である。

詳説日本史

高等学校　新地理Ａ
1
2

内容が簡潔にまとめられており、2単位の
授業で扱うのに適量である。カラー写真や
イラスト、図表が豊富で世界の地域の特徴
が理解しやすい。

2

内容の取扱いが学習指導要領に示す「目
標・内容及び内容の取扱い」の趣旨に沿っ
ている。各学習項目の冒頭に課題が明記さ
れていて、基本事項が確認しやすい。

3

内容が簡潔にまとめられていて、わかりや
すく基礎学力の充実が図られる。また、学
習指導要領に示す内容の趣旨に沿ってい
る。

見開きで内容がまとめら
れており、コラムも豊富
で学習しやすい。

単元のポイントがわかるよう
に工夫されている。重要語は
太字となっておりわかりやす
い。

地域ごとに色分けされた
インデックスが付いてお
り、調べたい地域を探し
やすい。

掲載ページの地図を読むため
に必要な凡例が抜き出されて
該当ページに掲載されてい
る。

各単元の学習項目が見開
きにおさめられていて学
習しやすく配列されてい
る。

わかりやすい表記になってお
り、一つひとつの文の長さも
適切で理解しやすい。

難読・難解語にルビがふって
あり、丁寧である。

各単元の分量も適切であ
る。系統的に記述されて
いる。

読みやすく、文字などの表記
が適切である。わかりやすい
表現である。

記述は詳しく、理解しやすい内容となって
いる。学習指導要領に示された内容の取扱
いの趣旨に沿っている。

3

内容を細かく丁寧に取り扱っている。写真
や図を多数使用しており、生徒の興味関心
を喚起できる内容である。

3

分量は多いきらいがある
が、網羅的であるので問
題ない。

1
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 川崎市立  川崎高等学校 （ 全日制 ）

　　　　　　　平成２６年度使用教科用図書採択選定一覧表

内　　　　　　容 表記・表現

81 日Ｂ

山川 012

35 現社

清水 305

81 政経

山川 307

35 現社

清水 029

17 倫理

教出 012

81 政経

山川 018

104 数Ⅰ

数研 314

183 数Ⅰ

第一 316

183 数Ⅱ

第一 315

183 数Ⅲ

第一 313

183 数Ａ

第一 316

183 数Ｂ

第一 315

183 科人

第一 304

104 物基

数研 307

104 物理

数研 304

104 化基

数研 309

公
民

理
科

地
理
歴
史

1

政治・経済・国際社会の学習項目も、適切
に配列されており、基礎基本もおさえやす
い。見開き２ページに簡潔にまとめられて
おり、内容の理解もしやすい。

文字の大きさ・字間・行間な
どの表記が適切である。

各単元の分量とその配列
が適切である。

理解しやすい文章表現となっ
ており、難解語にルビがふら
れている。

高等学校　現代社会
最新版

新　倫理　自己を見つ
めて

3

内容が全体として系統的
に記述・配列されてい
て、分量も適切である。詳説日本史　改訂版 3

内容の取扱いが学習指導要領に示す「目
標・内容及び内容の取扱い」の趣旨に沿っ
ている。各学習項目の冒頭に課題が明記さ
れていて、基本事項が確認しやすい。

詳説　政治・経済 3

各分野の重要な概念がわかりやすく説明さ
れている。図表や写真などの資料も多く、
授業で活用しやすい。また巻末の学習資料
に索引がついており参照しやすい。

詳説　政治・経済

高等学校　現代社会
改訂版

3

政治・経済・国際社会の学習項目も、適切
に配列されており、基礎基本もおさえやす
い。見開き２ページに簡潔にまとめられて
おり、内容の理解もしやすい。

2

各分野の重要な概念がわかりやすく説明さ
れている。図表や写真などの資料も多く、
授業で活用しやすい。また巻末の学習資料
に索引がついており参照しやすい。

各単元の分量も適切であ
る。各章ごとのねらいが
明確化されている。

文字の大きさ、行数が適当で
あり、わかりやすい表現であ
る。

系統的に配列されており
学習を進めやすい。裏表
紙にも世界地図と年表が
掲載されている。

丁寧な表現で理解しやすい。

内容の取扱いが、学習指導要領の趣旨に
沿っていて、各項目ごとに、文章・写真・
資料・表等の配列で、多面的な理解が可能
となっている。

各単元の分量とその配列
が適切である。

理解しやすい文章表現となっ
ており、難解語にルビがふら
れている。

系統的に配列されており
学習を進めやすい。裏表
紙にも世界地図と年表が
掲載されている。

丁寧な表現で理解しやすい。

問題、節の確認問題、補
充問題のつながりが標記
されていて扱いやすい。

丁寧で適切にまとめられてい
る。色や囲いも上手に使って
あり見やすい。

分量・配分は適切であ
る。

強調表現の色や文字に統一感
があり、見やすい。

問題の構成・分量とも適
切である。

図やイラストが豊富でイメー
ジがつかみやすい。

例題の解説が丁寧で、次の内容に無理なく
進むことができる。基本事項を丁寧に取り
扱っており理解しやすい。公式が一目で確
認できるようにうまくまとめられている。

高等学校　新編数学Ⅲ 3

各内容について説明が適切で理解しやすい
ように工夫されている。例題や例は定義か
ら説明し、丁寧な解法を示している。ま
た、ポイントがわかりやすくまとめてあ
る。

新 高校の数学Ⅰ

高等学校　新編数学Ⅰ 1

基本事項を丁寧に取り扱っており、そこか
ら徐々に理解を深めていけるように解説さ
れている。

1

基本事項を丁寧に扱っており、図や絵を利
用して丁寧に示され、学習意欲が継続でき
るよう工夫されている。解説も丁寧で、項
目ごとのまとまりに工夫が見られる。

例題・問題など基本的な内容について理解
しやすいように工夫されている。ステップ
アップ、研究など理解を深める工夫がされ
ている。

数
学

分量・配分は適切であ
る。

図やイラストが豊富でイメー
ジがつかみやすい。

例題や練習問題の量も適
切であり工夫されてい
る。

簡潔で適切な表現である。

分量・配分は適切であ
る。

簡潔な表現で見やすい。

高等数学　新編数学Ⅱ 2

物理基礎 2

説明が簡潔で生徒に分かりやすい内容に
なっている。扱っている例題もわかりやす
い。

基本的な内容が簡潔にまとめられており、
例題・演習問題も多く取り扱っている。

理解しやすい構成になっ
ている。

高等学校　新編数学Ａ

高等学校　新編数学Ｂ 2

丁寧な説明で理解しやすく表現されてい
る。図なども見やすく視覚的に受け入れや
すい。

1

3

高等学校　科学と人間
生活

1
2

基礎・基本の充実が図られ、内容がわかり
やすく盛り込まれている。

構成も分量も適切であ
る。

公式などがわかりやすく表現
されている。

物理

高等学校　化学基礎
2
3

扱っている例題が生徒にわかりやすい。説
明が簡潔でわかりやすく、すっきりしてい
る。

3

写真が多くわかりやすく、適
切に表現されている

理解しやすい構成になっ
ている。

図や写真がわかりやすく適切
に表現されている。

例、例題と理解しやすい
構成になっている。

図が多く取り組みやすい。

2
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構成・分量・装丁教　科　書　名

 川崎市立  川崎高等学校 （ 全日制 ）

　　　　　　　平成２６年度使用教科用図書採択選定一覧表

内　　　　　　容 表記・表現

104 化学

数研 306

183 生基

第一 308

183 生物

第一 304

61 地基

啓林館 303

50 保体

大修館 301

89 音Ⅰ

友社 305

38 美Ⅰ

光村 301

116 工Ⅰ

日文 301

17 書Ⅰ

教出 303

205 コ基

三友 301

2 コⅠ

東書 302

104 コⅠ

数研 318

2 コⅡ

東書 302

17 英Ⅰ

教出 304

2 英Ⅱ

東書 039

15 英Ｒ

三省堂 029

外
国
語

学習しやすい構成でバラ
ンスも良い。

図や写真が多く見やすい。

理解しやすい内容になっ
ていて問題量・質ともに
適切である。

簡潔な表現で見やすい。

例、例題と理解しやすい
構成になっている。

色刷りで、公式などがわかり
やすく表現されている。

見やすく構成・配置され
ている。

説明の仕方がやさしく、わか
りやすい。

化学 3

演習問題が多く、実験や観察に配慮した発
展的な内容も取り扱っている。

高等学校　生物

地学基礎 1

内容が平易でわかりやすく、生徒に理解し
やすい例題になっている。

保
健
体
育

現代高等保健体育
1
2

3

丁寧な説明で、扱っている例題もわかりや
すい。

保健体育の知識・教養を修得し、豊かな人
間性、創造性及び健やかな身体を養い社会
を健康的なものに発展させていく資質と能
力を育成できる内容となっている。

理
科

高等学校　生物基礎
1
3

扱っている例題が生徒にわかりやすい。説
明が簡潔でわかりやすく、すっきりしてい
る。

１つの項目が見開き2
ページで完結する構成に
なっており、学習者が学
習範囲を意識できるよう
に配慮がなされている。

基礎的・基本的な事項に焦点
が絞られ、高校生の発達段階
にそくして、理解しやすく親
しみやすい記載となってい
る。

構成、分量、装丁とも申
し分ない。

挿絵や写真、解説が随所に配
してあるので，生徒が理解し
やすい。

分野別に見やすく分類さ
れ、分野の選択も幅広
く、バランスが良い。

図版が豊富で印刷も美しく、
活字の分量も適切でわかりや
すい。

題材の配列が分野別に整
理され、バランスが良
い。

図版が豊富で印刷も美しい。
記述が適切で分量もちょうど
よい。

1
2

題材設定がよく、生徒の興味関心をひく構
成となっている。また、基礎基本を理解し
やすい配慮がなされている。

書道Ⅰ
1
2

典型的な古典がバランスよく配され、学び
やすい構成である。特に、漢字仮名交じり
書の展開が、わかりやすく興味をひく。

芸
術

高校生の音楽1
1
2

楽譜のサイズがちょうど良い大きさで読み
やすい。歌唱、器楽、鑑賞、創作と全体が
バランスよく網羅されており良い。カラー
印刷ページが多く、生徒に親しみやすい。

美術１

JOYFUL English
コミュニケーション英
語基礎

1

単語や構文も標準的なものが多く使われて
いる。基本的な内容が多く、生徒が意欲的
に取り組める内容になっている。

生徒が興味を持つ内容のものが多く、バラ
エティに富んでいる。単語や構文も標準的
なものが多く使われている。

工芸Ⅰ 2

身近な題材から、グローバルな題材まで、
多彩な視点で構成されている。生徒の興味
関心を深め、創造活動を刺激する内容であ
る。基礎基本への細やかな配慮もされてい
る。

図版が美しく鮮明であ
る。古典に配された説明
のための着色が、見やす
くてよい。

わかりやすい言葉で、必須内
容を伝えている。書道史への
配慮が適切になされている。

文法事項やポイントが整
理して配列されていて、
生徒が確認しやすい。

文字が読みやすく、写真やイ
ラストもわかりやすい。

本文や練習問題が整理し
て配列してあり、応用力
が身につく内容になって
いる。

文字が読みやすく、写真や図
表もわかりやすい。

本文や練習問題の内容が
整理して配列されてい
て、生徒が理解しやす
い。

文字が読みやすく、写真や図
表もわかりやすい。

1

基本的な内容が充実していて、生徒が興味
を持つものが多く使われている。アクティ
ビティも豊富である。

Power On
Communication
English    Ⅰ

COMET
English
Communication  Ⅰ

1
2

生徒が身近に感じ、興味を持つような内容
のものが扱われている。単語や構文も標準
的なものが使われている。

1

Power On
Communication
English    Ⅱ

2

生徒が興味を持つ内容のものが多く、文法
事項も系列立てた構成になっている。単語
や構文も標準的なものが多く使われてい
る。

本文や練習問題の内容が
整理して配列されてい
て、生徒が理解しやす
い。

文字が読みやすく、写真や図
表もわかりやすい。

文法事項がコンパクトで
わかりやすくまとまって
いて理解しやすい。

文字が読みやすく、写真や図
表もわかりやすく、説明も丁
寧である。

文法事項や例文がポイン
トごとにわかりやすくま
とめられている。内容の
確認問題に工夫がある。

文字も読みやすい。内容も濃
く、説明が丁寧である。

本文や練習問題の内容が
整理して配列されてい
る。

文字が読みやすく、写真や図
表もわかりやすい。

Power On English Ⅱ

ORBIT
English Reading  New
Edition

3

本文、単語数や教材の配列・内容が適切で
ある。比較的平易な内容から難しい題材へ
と段階的に学習できる。

3

生徒が興味を持つ内容のものが多く、文法
事項も系列立てた構成になっている。単語
や構文も標準的なものが多い。

New ONE WORLD
Expressions Ⅰ

3



発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

使用
学年

科
分

教
区

構成・分量・装丁教　科　書　名

 川崎市立  川崎高等学校 （ 全日制 ）

　　　　　　　平成２６年度使用教科用図書採択選定一覧表

内　　　　　　容 表記・表現

15 英Ｗ

三省堂 027

6 家基

教図 302

7 家基

実教 304

6 家総

教図 302

7 家庭

実教 306

7 家庭

実教 301

7 家庭

実教 302

7 家庭

実教 025

7 家庭

実教 050

7 家庭

実教 027

6 家庭

教図 052

7 家庭

実教 023

7 家庭

実教 030

7 家庭

実教 024

2 社情

東書 301

外
国
語

CROWN
English Writing
New Edition

3

論理的に文章を書くスキルが自然に身につ
くよう、教材が配列されている。応用力が
つき、まとまった文章が書けるように工夫
されている。

文章が読みやすく、各
ページごとに内容がまと
まっているので見やす
い。

イラストや資料がわかりやす
く、生徒の思考を深めるのに
役立つ内容が多い。

家庭基礎　ともに生き
る　明日をつくる

2

キーワードがあり、授業のポイントがわか
りやすく、表現されている。トライやコラ
ムなどにより、興味関心を持たせることが
出来る。

生徒が主体的に考える学習にポイントが置
かれている。関係資料も充実しており、実
生活をふり返りながら日常生活につなげて
いく学習ができる。

演習問題が充実してい
る。

まとめかたがわかりやすい。

本文と資料の並び方が見
やすく配置されていて、
参考資料としても適当な
分量である。

資料が多く、理解しやすい表
現である。

単元ごとの導入部分で、
課題に取り組むための
キーワードがあり、主体
的に課題に取り組みやす
い構成である.

丁寧な解説があり、内容と合
わせて理解しやすく、表現が
工夫されている。

項目ごとにまとまってい
て、系統的に見やすく構
成されている。

図や写真が多く、専門用語な
ども理解しやすい工夫がされ
ている。

フードデザイン 1

食文化・食育についてはっきりと明記さ
れ、生徒の興味関心をひくことができ、具
体的に理解を深めることができる。調理の
基本的な内容も充実している。

家庭基礎
パートナーシップでつ
くる未来

家庭総合　ともに生き
る　明日をつくる

1
2

課題解決が明確で、系統だてた内容で学習
を進めていくことができる。海外における
資料も充実し、広い視野に立って考え、学
習を深めることができる。

1

家
庭

図を１ページ展開されて
いたり、表がわかりやす
いので、学習しやすい構
成である。

イラストがわかりやすく専門
用語なども適切に表されてい
る。

イラスト、写真等が多
く、理解しやすい内容
で、分量も適切である。

わかりやすい表記がされ、基
本に沿ってきめ細かく学習す
ることができる。

写真や図が多く、分量も
適切である。

専門用語などの理解しやすい
工夫がされている。

ファッション造形基礎 1

被服を造形物として扱い、製作するための
基礎的な内容が系統的に取り上げられて、
年齢や性別に対応した内容に図表などが多
くある。日本伝統文化の着物（浴衣）の男
子製作例や着装についても性別に対応した
内容が組み込まれていて、生徒に提示しや
すい内容である。

ファッションデザイン

家庭情報処理 2

情報モラルとして、多様な内容が取り上げ
られている。家庭に関わる内容とのつなが
りの資料もあり、生活を意識できる内容で
ある。

2

基本的な内容が項目ごとにまとまってお
り、ファッションデザインに関する理念が
しっかり説明されている。段階的な学習か
ら、発展的な内容まで、広い範囲で学習が
できるよう工夫されている。

内容が全体として系統
的・発展的に構成され、
工夫がある。

図や写真を用いて、専門用語
なども理解しやすいように説
明されている。

発達と保育　新訂版 3

専門的な言葉が多いが、イラストや表など
具体的資料があり知識として身に付きやす
い。内容も系統立ててあり、多岐にわたっ
ている。

イラスト・写真の分量が
多いので見てわかりやす
い構成となっている。特
に写真が鮮明である。

表記・表現は現代に即してお
り、調理実習の流れに合わせ
た図の展開が見やすい。

被服製作

構成においては、表・
図・グラフなどバランス
がよく、また分量もちょ
うど良い。

実践させる内容が分かりやす
く表現してあり、欄外に詳し
く説明があって理解しやす
い。

図や表がわかりやすく、
学習しやすい構成であ
る。

イラストがわかりやすく専門
用語なども適切に表されてい
る。

2
3

被服を製作するための基礎的な内容が系統
的に取り上げられている。解説や資料が
整っており、広がりをもった学習が可能で
ある。

新版フードデザイン
COOKING&ARRANGEMENT

生活産業基礎 2

必要なものが、系統立てて適切に取り上げ
られている。内容にまとまりがあるので、
参考資料やグラフ、写真などを取り入れ視
覚的に工夫されているとなお良い。

2

文章が具体的で理解しやすい。専門的な言
葉も意味がわかるように欄外に表記してあ
るので全体を把握しやすい。基本的な内容
については専門的であるとさらに良い。

服飾文化 3

服飾の歴史は専門的な言葉や表現が多いが
理解しやすい内容になっている。西洋、日
本と別れさらに時代ごとになっているので
社会の流れと服飾の関係がわかりやすい。

各説明項目ごとに色分けや行
間が工夫されていて非常に見
やすい。

ファッションデザイン 3

基本的な内容が項目ごとにまとまってお
り、ファッションデザインに関する理念が
しっかり説明されている。段階的な学習か
ら、発展的な内容まで、広い範囲で学習が
できるよう工夫されている。

カラーの量が多くなると
目で見て理解しやすい。
構成・分量ともにバラン
スがよい。

専門的な用語が欄外で具体的
に説明されてわかりやすい表
現となっている。

項目ごとにまとまってい
て、系統的に見やすく構
成されている。

図や写真を多く、専門用語な
ども理解しやすい工夫がされ
ている。

実習と理論に大きく分か
れていて内容もリンクし
ているため、臨機応変な
授業展開が可能である。

情
報

社会と情報 1

基礎的・基本的な内容が充実しており、生
徒の習熟度に合わせて難易度を工夫するこ
とができる。説明しやすい図や写真を多く
使用しており、理解を深めることができ
る。

4



発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

使用
学年

科
分

教
区

構成・分量・装丁教　科　書　名

 川崎市立  川崎高等学校 （ 全日制 ）

　　　　　　　平成２６年度使用教科用図書採択選定一覧表

内　　　　　　容 表記・表現

7 福祉

実教 301

7 福祉

実教 302

7 福祉

実教 303

7 福祉

実教 304

学習指導要領に照らし、必要かつ適切な内
容が正確に網羅されている。

生活支援技術
1
2

基本的な学習内容がコンパクトにまとまっ
ており、系統立てて学習を進めることがで
きる。

単元ごとに良くまとまっ
ており、分量も適切であ
る。

図やイラストがバランスよく
用いられ、専門用語なども理
解しやすいよう工夫されてい
る。

介護福祉基礎

学習指導要領に照らし、必要かつ適切な内
容が正確に網羅されている。

1
2

基礎的・系統的に配列さ
れ、適切である。

基礎的・系統的に配列さ
れ、適切である。

人物を中心に写真を多く活用
されており、表記等も工夫さ
れている。

基礎的・系統的に配列さ
れ、適切である。

図やグラフが豊富で説明がわ
かりやすい。

人体のイラストや写真を多く
活用されており、表記等も工
夫されている。

学習指導要領に照らし、必要かつ適切な内
容が正確に網羅されている。

社会福祉基礎

こころとからだの理解
1
2

福
祉

1
2

5



発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

17 国総

教出 309

17 現Ａ

教出 302

183 古Ａ

第一 305

17 国表

教出 301

17 現文

教出 035

183 古典

第一 044

183 購読

第一 018

17 国Ⅰ

教出 009

17 国Ⅱ

教出 003

46 世Ａ

帝国 305

46 地Ａ

帝国 306

46 地図

帝国 307

183 日Ａ

第一 014

35 日Ｂ

清水 016

46 現社

帝国 307

使用
学年

地歴高等地図

社会科として必要とされる「資料」が豊富
であり、地理歴史科、公民科両面の学習で
活用できる内容となっている。

適切な分量で地図や統計
資料が構成されている。
課題学習にも対応しやす
い。

見やすい図版の表記に
なっている。

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

従前用の教科書と同じ出版社であり、採用
されている作品が重複しない。親しみやす
く、生徒の関心をひくような教材が多い。

適量である。 落ち着いた色調である。

分量はやや多い印象であ
る。古文への興味付けを
図るコラムが実用的であ
る。

カラー資料が豊富であ
る。

現代文Ａ　青春文学名
作選　―歴史の中の青
春

二年生の定番教材を幅広く採録してある。
「物語」を中心にしながら他のジャンルも
バランスがとれている。

2

3

入門教材から応用教材までバランスよく採
用されている。

小論文作成法が詳細で、
３年になっても大いに活
用できる。

　　　　　　　平成２６年度使用教科用図書採択選定一覧表

国語総合 1

学習目標が明確化されている。充実した定
番教材の中にも注目作家の小説や評論が配
列されている。

系統を追った学習活動が
しやすい。

古文教材の入門が丁寧で
ある。カラー資料が見や
すい。

科
分

教
区

教　科　書　名

 川崎市立  商業　高等学校 （ 全日制 ）

実社会で活用できるよう
な内容。

高等学校　標準古典講
読　物語選

高等学校　標準古典Ａ
物語選

国語表現 2

見出し・活字が大きく見やすく編集されて
いる。基礎編、実践編、総合編と分れてお
り、順を追って指導しやすい。

2

評論に比べて小説の分量
が多く、生徒には親しみ
やすい。

カラー資料が多く、字体
も読みやすい。脚注も適
当である。

分量は十分あるので選択
科目でじっくり取り組め
る。

さまざまな分野にわたっ
て教材が配列されてお
り、広く古典に親しめる
ようになっている。

適量である。 写真、資料もあざやか。

古文編、漢文編と分れて
いて使いやすい。

脚注が大きく、見やす
い。

地
理
歴
史

高等学校　改訂版　日
本史Ａ
人・くらし・未来

3

「人物クロースアップ」等生徒の興味・関
心を高めるような資料も提示するなどの工
夫がみられる。

高校生の地理Ａ

国
語

現代文　改訂版 3

多方面、かつ日常生活の中に生まれる疑問
に関連した随筆や評論が多い。生徒が自主
的に読みたくなるような教材が採用されて
いる。

高等学校　改訂版　標
準古典

2

生徒に理解しやすいような地図等、具体的
な事例が豊富であり、基本的内容の取り扱
いが適切である。

国語表現Ⅰ　改訂版 3

漢字の学習も系統的に行えるようになって
いる。学習内容についての解説、課題まで
見開きで構成されているので扱いやすい。

3

説話、随筆、和歌、日記に加え漢文も教材
として採用されている。選択科目として多
様な分野の古典に触れさせることができ
る。

選択科目で十分に取り扱
える分量である。章ごと
に総合的な表現力が身に
つくような構成である。

写真・資料が大きく見や
すい。

学習内容が、本文で１～
２ページの分量で配列さ
れており適当である。ま
た、現代の諸問題も提示
されており、バランスが
よい。

人々の生活や地域の様子
が充分理解できるように
表現に工夫が見られる。

国語表現Ⅱ 3

ワークに重点をおいて実践的に学べるよう
な構成になっている。

各項の内容及び分量が生
徒に理解しやすく適切で
ある。

ルビもあり、文字の大き
さ、行間や書体等も適切
である。明解　世界史Ａ

3

「疑問文形式」のタイトル・見開き１００
項目のテ－マを設定し、テーマ毎に分割し
て、テーマに答える形式で歴史の著述を展
開し、生徒の学習意欲を高めるような工夫
がなされている。

学習内容の分量が生徒の
学力に適している。基本
的事項をおさえており、
高校での学習の入門書と
して適している。

文字の大きさや行間、書
体等が適切で全体的にわ
かりやすい表現で生徒に
理解されやすい。

2

生徒の興味・関心に応える形（「現地レ
ポート」）を取り入れながら、豊富な資料
が提示され、学習を進めるよう工夫してい
る。

史料・図版資料の構成が
適切であり、各項目立て
がよく工夫されている。

豊富な図版が掲載されて
いて生徒が理解しやすい
ように、適切な表現と
なっている。

2

テーマ毎、見開き２ペー
ジにまとめられた記述
は、精選された項目構成
でわかりやすい。

注記や図版も豊富で、文
章表現も適切である。

高等学校　日本史Ｂ
改訂版

高等学校 新現代社会
公
民

1

今日的社会事象に関する動向や課題を、生
徒に理解しやすいような具体的な事例で表
現している。注釈も詳しく充実している。

6



発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

使用
学年

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

　　　　　　　平成２６年度使用教科用図書採択選定一覧表

科
分

教
区

教　科　書　名

 川崎市立  商業　高等学校 （ 全日制 ）

7 政経

実教 016

104 数Ⅰ

数研 313

104 数Ⅱ

数研 313

104 数Ａ

数研 314

61 生基

啓林館 304

183 科人

第一 304

2 化基

東書 302

61 生物

啓林館 302

50 保体

大修館 301

27 音Ⅰ

教芸 304

27 音Ⅱ

教芸 303

17 音Ⅲ

教出 001

38 美Ⅰ

光村 301

38 美Ⅱ

光村 301

A5判であるが、見開きで
説明練習が終わるように
工夫されている。

問題と考え方に背景色を
使い、印象を強くしてあ
る。濃淡や彩色の図示も
適切である。

項目のねらいを文章で説明し、意図をわか
りやすく伝えている。問題も基礎から標準
まで扱っている。研究・発展で個の力に応
じて学習を深めることができる。

新　高校の数学Ⅱ
2
3

単元のねらいの導入だ題材が、身近なもの
にしてあり、興味関心をひく。コラムは実
社会での数学の応用や関わりを紹介してい
るが、各回の内容に数学的な開きがある。
生徒が自学自習できる程度にしてある。

分量も充分で全体的に理
解しやすい構成になって
いる。また、装丁も良
い。

図や写真が豊富で全体的
に美しく見やすい。

最新数学Ⅰ 1

練習問題がやや安易なも
ので終わっている。章末
問題も少ない。基礎知識
で充分とすときに適して
いる。

新　高校の数学Ａ 2

身近な題材を導入に用意し、基本内容に
絞って例・例題としている。数学的な話題
提供もあるが、やや平易すぎる。

学習内容が豊富であり、解説もわかりやす
く丁寧である。また、学習内容をコンパク
トにまとめたり、「発展」を使ってさらに
深めたりすることも可能で、単元ごとに生
徒の実情に合わせた指導ができる。さら
に、化学分野と物理分野を完全に分離して
いるので学習しやすい。

高校２年生で使うには、
色分けがやや幼いが、苦
手意識の強い生徒には取
り組みやすい。

問い、確認問題とも解答
を巻末に載せ、自学自習
できる。基礎基本に留
まっている。

解説に、多様な形式を用
い、飽きさせない。コメ
ントも吹きだしにしてあ
る。

全体的に理解しやすい構
成になっており、分量も
充分である。また、装丁
も良い。

独創的な図・写真が多く
使われているので、興味
深く理解しやすい。

全体的に理解しやすい構
成になっており、分量も
充分である。また、装丁
も良い。

生物基礎

高等学校　科学と人間
生活

3

2

重要な図が見開きで大きく取り扱われてい
て、実験・観察や探求活動の内容も充実し
ている。また学習内容も豊富であり、論理
的で簡潔な文章でわかりい説明となってい
る。

「コラム」や「考えてみよう」等の思考判
断の場を与える記述内容が多くある。知識
としてのみならず、自分たちの健康的な生
活に結びつくように工夫されている。

新編化学基礎 3

写真やカラーの図、表などを多用して生徒
に理解しやすい編集となっている。

図表やイラストが豊富で
あり、生徒の興味関心が
自然と喚起できるような
記載になっている。

生物 3

学習内容も豊富であり、論理的で簡潔な文
章でわかりやすい説明となっている。重要
な図が見開きで大きく取り扱われていて、
実験・観察や探求活動の内容も充実してい
る。

観察実験もほどよくあ
り、全体的に理解しやす
い構成になっている。

全体的に文章もわかりや
すく図や表が効果的に扱
われている。

作曲者について簡素にま
とめて書いてあるため、
生徒が自主的に調べたり
学習するのにわかりやす
い。

鑑賞のポイントなどがわ
かりやすく構成されてい
る。また分量も程よく、
充実した内容の授業を行
うことができる。

外国語の曲に親しみやす
いように表記が工夫され
ている。また写真がわか
りやすいので楽器の演奏
にも取り組みやすい。

音楽Ⅲ

全体的に写真と図が豊富
で美しく見やすい。

写真や図、絵などがとて
もわかりやすく見やすい
ため、資料としてもとて
も見やすい。

外国語の曲には読み方、
意味、発音のポイントが
丁寧に表記されていて活
用しやすい。

現代高等保健体育

高校生の音楽１
1
2

3

歌唱に重点がおかれているところから、歌
唱力を高める音楽Ⅲの授業では使いやす
い。日本の歌曲以外にも様々なジャンルの
曲が扱われており、深く学習できる。

構成や内容がバランス配
置されており、１項目が
見開き２ページで構成さ
れているので良い。

ＭＯＵＳＡ２ 2

幅広いジャンルの曲が扱われている。世界
の諸民族の楽器についてもかなり内容の深
い説明がされており、生徒が興味を持って
学習に取り組める。ミュージカルやバレエ
音楽に関しても充実した内容になってい
る。

分量が１年間で学習する
内容として丁度良い。系
統立てて資料を配列して
いるので活用しやすい。

それぞれの曲にポイントやテーマが書いて
あり、生徒たちも目的や目標を持って楽曲
に取り組みやすい。また曲のジャンルも幅
広く、歌唱・鑑賞それぞれの分野がとても
充実した内容である。

1
2

カラーの図版が多く掲載
されており、装丁も汚れ
に強く実用的である。

美術１の表記を踏襲して
おり、より学習を深める
よう工夫している。

図版の大きさが適切で見
やすい。分量も豊富であ
る。装丁は丈夫な製本で
ある。

各内容は分野別に整理さ
れており、容易に理解で
きる。表現もわかりやす
い。

美術１
1
2

題材に関して、表現と鑑賞の両面がバラン
スよく構成されている。日本、西洋、その
他の地域の作品が紹介され、広い視野を養
うことができる。制作のための技法も豊富
に掲載されている。

美術２ 2

さまざまな画材による制作が紹介され、美
術Ⅰで学んだ内容をより深めることができ
る。作家の技法も取り上げられ、生徒各自
の制作に役立てることができる。

新版 政治・経済 3

各分野において、各テーマごとに理解しや
すい内容になっている。また、今日的社会
事象についても、最新の情報を提供し、生
徒が理解しやすい内容でまとめている。

政治、経済、課題学習が
バランス良く配列されて
おり、学習内容の分量が
適切である。

基本を重視しながら、発
展的内容も豊富な資料で
補う工夫がなされてい
る。

公
民

芸
術

数
学

理
科

保
健
体
育
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発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

使用
学年

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

　　　　　　　平成２６年度使用教科用図書採択選定一覧表

科
分

教
区

教　科　書　名

 川崎市立  商業　高等学校 （ 全日制 ）

38 美Ⅲ

光村 003

6 書Ⅰ

教図 302

38 書Ⅱ

光村 304

6 書Ⅲ

教図 006

50 コⅠ

大修館 312

50 コⅡ

大修館 311

61 英会

啓林館 303

2 英Ⅰ

東書 301

111 英Ⅱ

池田 058

109 英Ｒ

文英堂 047

104 英Ｗ

数研 034

2 家総

東書 301

7 家庭

実教 310

2 家庭

東書 031

書道Ⅱと同じ単元配置。
半切・全紙サイズ以上の
リン書が可能な文字数を
掲載している。

古典の図版は、分量も多
く、大きくオールカラー
で統一されている。関連
コラムを強調している。

書へのいざないと漢字仮
名交じりぶの制作に丁寧
に分量を割いている。狭
い机上で使いやすい幅狭
い装丁である。

わかりやすいだけでな
く、落ち着きを醸し出し
ている。作品紹介では、
現代に即した掲載にして
いる。

説明文はシックに抑え
て、大きなタイトル・鮮
やかなカラー版で古典の
リアル感を強調してい
る。

内容に沿った作家の紹介
を掲載するなど工夫がみ
られる。分量も豊富で見
やすい。

美術館の社会的役割や、街中に設置されて
いる作品などを紹介し、芸術と社会の関わ
りをより深く考える契機になるような内容
である。

見開き構成で学習内容が
一目でわかるようになっ
ている。

本文や傍注、脚注の他、
写真やイラストなどが適
切に見やすくレイアウト
されている。

美術３

Compass
English Communication
Ⅰ

1

中学の復習から無理なく高校英語の学習に
移行できる基礎的な内容である。題材も生
徒の興味をひく内容で身近で前向きなもの
になっている。

書Ⅱ 2

書道Ⅰからの発展形にふさわしく、書の楽
しみ方・実践の手順も詳しくなっている。
創作に繋げることを意識した古典の解説
で、自主的な学習も進めやすい。

上品で落ち着きのある料
紙デザインである。生徒
を飽きさせないたっぷり
な分量で、装丁はやや幅
広である。

Sailing
English Conversation

2

カラフルで楽しい紙面構成になっていて生
徒が興味を持って学習に取り組める。さら
に話題も豊富で、[話す][聞く]という分野
の学習を充実させられる。

1
2

書道の基本から発展まで、一冊に網羅され
ている内容。学習内容のバックに生徒の観
賞・作業風景を差し込み、主体性の喚起に
なる。手元を見やすく拡大し、ライブ感が
出ている。

書　Ⅲ

本文や傍注、脚注の他、
写真やイラストなどが適
切に見やすくレイアウト
されている。

各課の基本表現が、挿絵
で示され、楽しみながら
学習を進められるように
構成されている。

同じ学習項目を段階的
に、スパイラルに取り込
んでいる。

見開き構成になってい
る。　　各レッスンがス
パイラルに組み立てられ
表現の幅を広げられるよ
うに工夫されている。

活字・写真・イラスト
は、鮮明で効果的に配列
されている。

3

3

古典自体のほかに近現代の作家の作品も載
せ、作品制作の参考にできるよう配置して
いる。率意の書や墨蹟も取り上げ、リアル
な毛筆感を提示している。

多様なテーマを理解しや
すい表現で統一している
ので、生徒の意識が高ま
る。

本文の理解、確認、文法
事項の練習、コミュニ
ケーション活動の設定
が、各課の終わりにしっ
かり配置されている。

各レッスンにまとめの質
問を配し、全体を読むよ
うに構成している。

学習ポイントの提示が適
切である。巻末に重点文
法の確認問題が提示さ
れ、復習に取り組みやす
い。

Revised Edition DAILY
ENGLISH COURSE Ⅱ

3

できるだけ文法にこだわらずに読めるよう
に各レッスンを組み立て、後半で発展的な
題材を提示している。各レッスンのテーマ
も変化に富んでいる。

2

生徒の学習意欲を高める工夫が随所にみら
れる。文法項目も図解やキャラクターを用
いることで親しみを持って取り組めるよう
に工夫され、さらに表現の幅を広げられる
ようスパイラルに展開されている。

短編でまとめられた読み
物で前半をまとめてい
て、適切な分量である。

できるだけ平易な英語を
用いていて、自主的に学
習しやすい。

NEW FAVORITE
English Expression Ⅰ

写真や図、イラストが適
切に配置されている。

構成は系統立ててあり、
理解しやすい展開であ
る。分量も適当である。

表記・表現も現代に即し
てあり、専門用語の表記
も説明があってわかりや
すい。カラーが多いとさ
らに良い。

3

リーディングの基本的なスキルをマスター
できるように、前半で短編をスキルを確認
しながら読む教材に、後半でまとまった英
文を読むスキルの習得にあて、自然に読み
が深まるように工夫されている。

横幅が広くなった分、欄
外の説明が見やすい構成
である。イラスト、写真
が鮮明で見やすい装丁で
ある。

データが新しく、視覚で
理解しやすい表記であ
る。また、現代に即した
表現でわかりやすい。

3

家庭総合
自立・共生・創造

服飾文化 2

服飾の歴史において西洋、日本ともに具体
的な内容になっている。専門用語において
も欄外などで説明がある。さらに欄外の説
明がわかりやすくなっている。

2

練習問題が、豊富で充実
している。「書く」力の
育成を図るように、工夫
されている。

BIG DIPPER
Writing Course

教材の配列が適切、かつ精選されている。
復習項目が豊かに取り上げられていて、自
主的に学習に取り組めるよう構成されてい
る。また、各課にリスニング問題も配置さ
れ、広い視野で学習ができる。

現代の家庭生活における諸課題について記
載され、さらにその課題解決できる内容が
豊富にそろっている。調理実習においては
手作りの楽しさや大切さのわかる献立であ
る。

家庭総合
自立・共生・創造

3

現状分析と課題などの表現がわかりやす
い。調理実習の献立が簡略的な面もである
が、現代の食生活に即している。家族の分
野は現代にあった内容となっている。

表・グラフ・図など理解
しやすい構成で見やすく
なっており、バランスよ
くできている。

表現が現代に合ってお
り、欄外の説明はわかり
やすい。調理実習の図解
はわかりやすい表現で、
実習しやすくなってい
る。

NEW EDITION Surfing
ENGLISH READING

書Ⅰ

Compass
English Communication
Ⅱ

2

題材は、CommunicationⅠ同様、生徒の興
味をひく身近で前向きなものになってい
る。このため高校生になってから学ぶ文法
事項も自然に組み入れられ無理なく学習で
きるように工夫されている

芸
術

家
庭

外
国
語
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教科書
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分

教
区

教　科　書　名

 川崎市立  商業　高等学校 （ 全日制 ）

7 家庭

実教 050

7 家庭

実教 051

144 商業

暁 302

7 商業

実教 307

7 商業

実教 310

190 商業

東法 305

7 商業

実教 316

7 商業

実教 320

7 商業

実教 322

7 商業

実教 324

7 商業

実教 040

7 商業

実教 027

7 商業

実教 045

7 商業

実教 021

表・グラフ・図など理解
しやすい構成でバランス
よくできている。オール
カラーであるとイラスト
など特に理解を要する部
分はさらにわかりやすく
なる。

表記・表現は現代の流れ
を踏んだ形になってい
る。専門的な用語も欄外
にわかりやすく丁寧に説
明があり、具体的でわか
りやすい。

発達と保育　新訂版 3

内容が多岐にわたりさらに豊富である。専
門的な言葉や知識が身につくように工夫さ
れた内容である。イラストや表などでさら
に具体的に説明されている。

表・グラフ・図など紙面
における位置もよい。構
成もバランスよく、丁度
よい分量である。

専門的な言葉や分かりに
くい言葉などは欄外など
で具体的にくわしく表現
してある。すぐに実践さ
せることができる表記で
ある。

量的には問題ない。また
説明内容などわかりやす
い表記になっている。

図や挿絵などが多用され
ており、興味をひくのに
丁度良い。

図や表が多く、資料もた
くさんついているので、
より理解しやすくなって
いる。

フードデザイン　新訂
版

新ビジネス基礎 1

新カリのビジネスコミュニケーションの内
容も適切な表記でまとめてある。図や挿絵
も活字ばかりのものではなく、生徒が興味
を持って学習できるものとなっている。

3

文章は基礎的なことから専門的な内容も含
め、とても理解しやすくなっている。実習
内容も季節の行事食を含め、専門性があ
り、技術を高める献立が多い。

マーケティングの概論から各プロセスにつ
いて網羅されており、カラー印刷で視覚的
にも生徒が理解しやすい内容となってい
る。

高校簿記
1
2

簿記の基礎基本が大変充実しており、わか
りやすく解説がしてある。１年次から３年
次で学習する部分がすべてまとまってお
り、図解も多く見やすい。

マーケティングの手法に
ついて順序良く配置され
ている。各章末の練習問
題も理解促進につなが
る。

説明が簡潔で、カラー印
刷のため、理解しやす
い。重要用語も強調され
ており、わかりやすい。

最新情報処理
1
2

全商の情報処理・ビジネス文書実務の各検
定試験１級まで網羅しており、１・２学年
で使用することが可能である。特にハイレ
ベルの学習に向いている内容である。

単元ごとにまとまってい
て、学習する内容がみや
すく記載されている。

新しい検定基準を網羅しており、適切な内
容である。また、折り込みページがとても
細かな図式によって作成されており、わか
りやすくまとめられている。

参考や発展学習の箇所
が、ＩＴパスポート試験
を意識しており高度なレ
ベルの内容もよくまとめ
られている。

難しい内容には、写真や
イラストを適切に用いて
おり、より理解しやす
い。

高校生が学ぶ経済学とし
ては適切な分量である。
巻末に重要用語がまとめ
られており、整理しやす
い。

グラフや図表を多く使用
しており、視覚的に説明
が理解しやすい。

マーケティング

ビジネス経済 2

ミクロ経済から始まりマクロ経済まで触れ
られており、経済学の基礎だけでなく応用
まで網羅されている。各所にグラフなど視
覚に訴えるものもあり、理解しやすい。

2

ビジネス情報 2

構成は関連知識や表計算ソフトウェアの活
用の比率が大きく、特にネットワーク知識
が丁寧に解説されている。欄外の解説も充
実しており、適切な内容である。

マーケティング

各単元とも説明・分量が
適切であり、例題や練習
問題がバランス良く構成
されている。

イラストや図解等があ
り、理論だけでなく初学
者が理解できるよう、よ
く工夫されている。

分量が多く充実している
が、詰め込み過ぎであ
る。

イラストや画像が多く掲
載されており、また色分
けによる表現により理解
しやすい。

原価計算 2

最新プログラミング
オブジェクト指向型言
語

2

ＪＡＶＡ言語の解説がされており、本校の
選択言語と合致しない。プログラムごとに
流れ図が併記されており、ＪＡＶＡ言語の
基礎的な学習ができる内容である。

マーケティングの手法に
ついて順序良く配置され
ている。重要用語がまと
められており、整理しや
すい。

使用している図が古い
が、生徒がイメージしや
すい。また表が豊富に配
列されている。

商業技術　新訂版 3

ビジネス文書の例示・技術・技法が数多く
紹介されている。また、図や挿絵、パソコ
ンの操作画面が詳細に掲載されており、視
覚的にも理解を深めやすい。

オブジェクト指向の考え
方に関する単元が独立し
ており、理解しやすい構
成である。

エディタの画面をそのま
ま貼りつけているため、
コードが見にくい。

パソコン画面上の見本が
多く、フルカラーである
ことから、内容が明確で
生徒が興味を示しやす
い。

操作説明が簡潔明瞭で、
非常に理解しやすい。具
体例・カラーページが豊
富である。

事例や判例についても解
説が理解しやすいように
配置されている。

本文の横にアドバイスな
どの補足事項が充実い
る。経済活動と法　新訂版 3

具体的事例を多用した生徒の興味をひく内
容になっている。重要な部分については、
図表化されており、整理しやすい内容と
なっている。

3

マーケティングの概論から調査方法・検証
方法について触れており、使用している図
がやや古いが、生徒が理解しやすい内容に
なっている。

国際ビジネス 3

図やイラスト・グラフを多く使用してあ
り、生徒にとって理解しやすい内容になっ
ている。国内と海外の比較が多様であり、
また、経済学の基礎としては十分に網羅し
ている。

巻末に年表があり、順を
おって経済を理解するこ
とができる。

統計データが若干古いも
のとなっている。

家
庭

商
業

9



発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

使用
学年

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

　　　　　　　平成２６年度使用教科用図書採択選定一覧表

科
分

教
区

教　科　書　名

 川崎市立  商業　高等学校 （ 全日制 ）

7 商業

実教 042

7 商業

実教 043

7 商業

実教 044

7 商業

実教 046

7 商業

実教 026

学習指導要領の内容が網
羅されており、適正な分
量である。

各単元とも説明・分量が
適切であり、例題や練習
問題がバランス良く構成
されている。

イラストや図解等があ
り、理論だけでなく初学
者が理解できるよう、よ
く工夫されている。

高校会計　新訂版

適切に区切られた単元
で、わかりやすく記述さ
れており、全体的な分量
も適切である。

取り引きの例題などもわ
かりやすく、また図解な
どが適切で理解しやすい
表記である。

3

企業会計の基礎基本から財務諸表の活用ま
で幅広く、わかりやすく丁寧に記述されて
いる。図やイラスト等も適切で、取り引き
の例題なども生徒にとって理解しやすい。

原価計算　新訂版

ビジネス情報　新訂版 3

ビジネスで取り扱うデータや事例を多く取
り上げており、実践的な学習のできる内容
である。表計算、データベース、システム
開発など各ソフトの内容が充実している。

3

適切な内容である。また、折り込みページ
がとても細かな図式によって作成されてお
り、生徒が理解しやすいようまとめられて
いる。

カラー印刷で、図や画像
が多く使用されておりわ
かりやすい。

全編を通して、具体例や
作成例などが豊富に記載
されており、マルチメ
ディアに関する重要な視
点をわかりやすく解説し
ている。

単元の構成が適切であ
り、学習しやすい順序で
ある。

作業内容を示す画像が多
くあり、理解しやすい。

文書デザイン新訂版 3

実習は機能理解を中心に解説を展開し、ア
プリケーションのリテラシーに重心を置か
ず汎用的な知識の体得を目標にしている。
コンテンツの作成に必要なコンセプトやデ
ザインについても作成例をふんだんに掲載
し解説している。

プログラミング21
VisualProgramming-
BASIC-

3

本校の選択言語ではあるが、ソフトウェア
のヴァージョンが古いため使いづらい。新
検定基準に則していないため内容が不十分
である。

システム環境や機能を考
慮した授業展開が出来る
よう配慮されている。

商
業

10



発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

15 現Ｂ

三省堂 304

50 国総

大修館 314

104 古Ｂ

数研 314

104 古Ｂ

数研 315

2 世Ｂ

東書 013

2 世Ｂ

東書 301

130 地Ａ

二宮 304

130 地図

二宮 304

81 世Ａ

山川 307

81 世Ａ

山川 308

7 現社

実教 019

7 現社

実教 303

2 数Ⅲ

東書 302

2 数Ｂ

東書 302

2 数Ａ

東書 302

構成は理解しやすく工夫
されており、分量も適切
である。

簡潔で適切な表現であ
る。

新編数学Ⅲ 3

新編数学Ａ 2

数
学

基本事項を丁寧に取り扱っており、理解し
やすい。

構成は理解しやすく工夫
されており、分量も適切
である。

簡潔で適切な表現であ
る。

新編数学Ｂ 2

視覚的に理解できるように工夫されてい
る。

表や図が豊富で、視覚的にも理解しやす
い。

簡潔で適切な表現であ
る。

構成は理解しやすく工夫
されており、分量も適切
である。

2

内容が精選されていて、用語の解説も丁寧
になされている。大きく見やすい図版資料
により、詳細に資料の内容を読み取った
り、深い考察をおこなう学習に適してい
る。

新版現代社会

最新現代社会 2

基礎・基本をしっかりおさえ、発展的内容
をたくさんのコラムで補足している。身近
な事例や話題と豊富な写真・図版資料に
よって生徒の興味・関心をひく内容となっ
ている。

3

具体的な事例を多くとりあげ、社会の様子
や現代の課題を理解しやすい。単元ごとに
適切な内容の資料が配置されている。

基本図が充実していて、各地の基本的な地
理情報が理解しやすい。図法の説明が記載
されている。多角的に使用できる地図帳に
なっている。

1

公
民

図版資料を大きくした構
成となっているが、本文
の分量は適切にまとめら
れている。

本文および用語の解説は
平易な表現を用いている
ためわかりやすい。

図版資料・本文・コラム
の配置に工夫がなされ、
全体としての構成がよく
まとまっている。

本文・コラムとも文字の
大きさは適切であり、文
章の表現も比較的平易で
ある。

写真・図版資料、コラ
ム、用語解説の配置が工
夫されており、分量も適
切である。

文字の大きさが適切で、
記述内容も平易でわかり
やすい。

現代の世界史

3

図版が多く、配置・構成
が工夫されている。内容
が精選してありそれぞれ
の分量が適切である。

配置が工夫されていて全
体的な構成が適切になさ
れている。

生徒が理解しやすい平易
な表現を多く取り入れて
いる。

世界の歴史 2

豊富で見やすい図版資料によって生徒の興
味をひきながら基礎的・基本的内容を理解
させることができる。コラムや用語の解説
も充実している。

新編　地理Ａ
―ひろがる世界とつな
がる地域―

高等地図帳 1

国
語

大きくはないが見やすい
活字を採用してあり、読
みやすい。

写真が随所に採用されて
いる点や、コラムや句法
の整理の箇所がわかりや
すい。

古典Ｂ　古文編

古典Ｂ　漢文編

地
理
歴
史

図版資料の配置・構成が
よく工夫されている。ま
た分量も適切である。

本文・コラムとも適切な
表記と表現になってい
る。

版型が大きく、図と文章
がバランスよく構成され
ている。コラムや地図も
多く、記述の分量も適切
である。

文字の大きさが適切であ
り、文章表現もわかりや
すく適切である。

　　　　　　　平成２６年度使用教科用図書採択選定一覧表

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

非常に見やすく綺麗な装
丁で、親しみやすい。ま
た分量も適切である。

見出しの表記がわかりや
すく、生徒が学習内容を
把握しやすい。表現も適
切である。

世界史Ｂ 2

基本から発展までもれなく記述されてお
り、大学受験に向けた学習にも十分使用で
きる内容である。また、地理や日本史との
関連にも配慮され、既習科目の知識を活用
することができる内容である。

観光など生徒が興味を持ちやすいテーマを
導入し、写真資料も豊富である。様々な話
題に加え、用語や本文の解説がしっかりお
こなわれている。また各章ごとに作業学習
や発展学習も用意され学習を深めることが
できる内容である。

精選　現代文Ｂ 2

ボリュームは多いものの、作品の難易がよ
く検討されて採用されている。またコラム
の充実が、作品理解を後押しする形になっ
ている点にも、編集の工夫がよく読み取れ
る。

見やすい文字の活字を使
用している。色の使用に
よりさらに読みやすく
なっている。

カラー写真が随所で使用
されており、理解の助け
となる。

科
分

教
区

教　科　書　名
使用
学年

 川崎市立 川崎総合科学高等学校 （ 全日制 ）

新編国語総合 1

基本的な作品が非常に充実しており、学習
への意欲を喚起しやすい。また、発展学習
や表現活動につなげるための編集が工夫さ
れている。

2

基本的な文章から、難しめの作品まできち
んと採用されている。ズームアップという
コラムや、句法の整理が随所に載ってい
て、生徒の理解を助けてくれる。

2

基本的な文章から、難しめの作品まできち
んと採用されている。ズームアップという
コラムや、古典文法の整理が随所に載って
いて、生徒の理解を助けてくれる。

世界史Ｂ

カラー写真やイラストが
非常に豊富でイメージを
広げやすく、理解の助け
となる。

写真が随所に採用されて
いる点や、コラムや古典
文法の整理の箇所がわか
りやすい。

基本的事項から、発展的内容まで網羅して
いる。図版資料やコラムまで工夫されてお
り、生徒の興味・関心をひきやすい。

大きくはないが見やすい
活字を採用してあり、読
みやすい。

基本図と主題図が種類ご
とにまとめられている。
必要な地図が適切に配
置・構成されている。

配色やデザインの工夫に
よって地名や国名・都市
名・国境などが把握しや
すくなっている。世界図
に位置図が併記されてわ
かりやすい。
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発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

　　　　　　　平成２６年度使用教科用図書採択選定一覧表

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現
科
分

教
区

教　科　書　名
使用
学年

 川崎市立 川崎総合科学高等学校 （ 全日制 ）

2 数Ⅱ

東書 302

2 数Ⅰ

東書 302

104 数Ⅲ

数研 308

104 数Ｂ

数研 309

104 数Ⅱ

数研 309

104 数Ⅰ

数研 310

104 数Ａ

数研 310

2 化基

東書 301

104 生物

数研 303

104 物理

数研 304

104 生基

数研 306

104 化学

数研 306

104 物基

数研 307

104 化基

数研 308

183 生基

第一 309

数
学

構成・分量ともに適切で
ある。

模式図や写真の掲載が適
切である。

図表が良くまとめられ、
理解しやすいつくりであ
る。

文字情報のみに頼ること
なく、図・表・写真が効
果的に取り上げられてい
る。

化学基礎 1

探究活動の実験内容が充実していることや
各単元の項目にわかりやすい説明が配置さ
れているところが理解を深めやすい。ま
た、巻末に設問の正答が掲載されていると
ころは生徒にとって学習しやすい。

高等学校　新生物基礎 3

本文の説明が詳しく、図表が豊富で理解し
やすくなっている。

化学

物理基礎 2

発展の扱いが詳しく、内容の取り扱いが適
切である。問題の解答も詳しくなり、巻末
にあるので、生徒自身に考えさせることが
できる。

1
2

「化学基礎」との関連の内容を重視した深
い内容になっている。巻末に設問の正答が
掲載されていて、生徒にとって学習しやす
い。

理
科

例題の後に、類題があ
り、すぐに理解を確かめ
ることができる。

文章もわかりやすく図や
表が効果的に扱われてい
る。

内容が系統的に書かれて
いる。

写真や図版が詳細でわか
りやすい。配置が効果的
で適切である。

例題の後に、類題があ
り、すぐに理解を確かめ
ることができる。

言葉の英語表記が、理解
の助けになっている。

物理
2
3

学習の継続がスムーズに行える内容であ
る。内容がわかりやすく、図も表も見やす
い。巻末の本文資料も豊富で生徒の関心を
高めることができる。

構成が適切で、内容・分
量ともに充実している。

模式図や写真の掲載が適
切である。

生物基礎 1

内容が詳細であり、良く整理された図表が
豊富に掲載されている。章末の論述問題は
より高度な思考力を養うのに有効である。

化学基礎

生物
1
2

内容が詳細であり、良く整理された図表が
豊富に掲載されている。章末の論述問題は
より高度な思考力を養うのに有効である。

1

構成は理解しやすく工夫
されており、分量も適切
である。

平易で適切な表現であ
る。

構成は理解しやすく工夫
されており、分量も適切
である。

簡潔で適切な表現であ
る。

内容が系統的に書かれて
いる。

写真や図版が詳細でわか
りやすい。配置が効果的
で適切である。

例題がわりやすく練習問題も豊富である。

数学Ⅰ 1

基本事項を丁寧に取り扱っており、理解し
やすい。

構成・分量ともに適切で
ある。

簡潔に表現されており、
わかりやすい。

数学Ａ 1

わかりやすく適切な例題で、理解しやす
い。

中学での学習内容を把握しながら授業を組
み立てることができ、また「生活の中の化
学」について理解できる内容などが興味深
く掲載されている。

平易で適切な表現であ
る。

構成は理解しやすく工夫
されており、分量も適切
である。

簡潔で適切な表現であ
る。

構成は理解しやすく工夫
されており、分量も適切
である。

簡潔で適切な表現であ
る。

数学Ｂ

数学Ⅱ 2

例題が充実しており、理解しやすい。

2

新編数学Ⅰ 1

基本問題を丁寧に取り扱っており、理解し
やすい。

構成は理解しやすく工夫
されており、分量も適切
である。

簡潔で適切な表現であ
る。

数学Ⅲ 3

例題や練習問題が豊富で、理解しやすい。

構成は理解しやすく工夫
されており、分量も適切
である。

構成は理解しやすく工夫
されており、分量も適切
である。

平易で適切な表現であ
る。

新編数学Ⅱ

2
 
3

基本事項を丁寧に取り扱っており、理解し
やすい。
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発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

　　　　　　　平成２６年度使用教科用図書採択選定一覧表

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現
科
分

教
区

教　科　書　名
使用
学年

 川崎市立 川崎総合科学高等学校 （ 全日制 ）

50 保体

大修館 008

50 保体

大修館 301

27 音Ⅱ

教芸 008

17 音Ⅰ

教出 301

27 音Ⅱ

教芸 303

15 英Ｒ

三省堂 041

111 英Ⅱ

池田 058

2 コⅠ

東書 302

2 コⅡ

東書 302

15 コⅠ

三省堂 306

15 コⅡ

三省堂 306

6 家基

教図 302

116 社情

日文 306

7 工業

実教 324

7 工業

実教 108

7 工業

実教 333

工
業
（

情
報
工
学
）

保
健
体
育

家
庭

外
国
語

プログラミング技術
新訂版

3

Ｃ言語を用い、基礎から応用まで幅広い内
容が取り入れられている。重要なところ
は、細かな説明がされている。

図を多用し、プログラム
例の解説を用いて理解の
定着に努めている。

理解しやすい言葉で簡潔
に書かれている。

単元ごとに見やすい構成
になっており、特に文法
事項の扱いがわかりやす
い。

本文内容、文法、練習問
題へとスムーズに移行で
きるよう見やすい構成と
なっている。

CROWN English
CommunicationⅠ

レッスンのはじめに教科
書で扱われる主な登場人
物を紹介し、後のレッス
ンで詳しくわかる構成で
ある。

写真やイラスト、図など
が適所に配置されてい
る。

最新保健体育 3

各項目ごとに学習のねらいがわかりやす
く、基本的な内容で生徒自身が考えるよう
工夫されている。

１単元が２頁で構成され
ているのでわかりやす
い。分量も適切で，指導
要領に沿った内容で構成
されている。

図・表・補足などもバラ
ンスよく配置されている
ので理解しやすい。

Power On
Communication
English Ⅰ

最近のテーマを豊富に収録し、生徒が興味
を持って学習できる題材となっている。各
レッスンの学習内容が明瞭で、生徒が意識
しやすい。

４技能についてバランス
良く習得できる構成に
なっている。分量も適切
である。

より実用的な英語の習得
をめざせるよう、ター
ゲットセンテンスが明確
である。

1

扱う題材が多種多様で、発展、応用が自在
にできるような内容、文法、速読材料が用
意されている。ディスカッションやディ
ベートなどよりコミュニカティブな題材も
多い。

2

生徒が興味関心をもてる内容から時事的な
問題や自然科学の題材などを自然にリンク
させている。基本的な内容を理解すること
でコミュニカティブな活動に移行できる。

1

扱っている題材が多岐にわたり、基本構文
の確認から高度で総合的な言語活動までを
バランス良く配置している。

Power on
Communication Englis
Ⅱ

Revised Edition DAILY
ENGLISH COURSE Ⅱ 3

基礎的な学力で読み進められるレッスンか
ら発展的な題材を扱うものまで、幅広く構
成されている。

パラグラフ構成、文章の
種類、フレーズリーディ
ング、スキミング、ス
キャニングが練習でき
る。

CROWN English
CommunicationⅡ

2

プログラム例の解説や練
習問題、節末・章末問題
を用いて理解の定着に努
めている。

わかりやすく、理解しや
すい言葉で書かれてい
る。

問題に対する設問が明確
でありながら、様々な問
が用意されている。単語
や熟語が豊富に学習でき
る構成である。

プログラミング技術
1
2

Ｃ言語を用いて、プログラム作成の基礎か
ら応用まで幅広い内容が取り入れられてい
る。要点や重点なところは、詳細な説明が
されている。

2

広い範囲にわたり、全体的に理解しやすい
ように表や図、写真などが配置されてい
る。公式の使い方も例題を用いて丁寧に説
明されている。

見開き２ページで１レッ
スンにまとまっていて、
授業が進めやすい構成に
なっている。

シンプルで読みやすく、
カラーが効果的に使用さ
れている。

図や写真を多く取り入
れ、節末・章末の問題を
加えることで理解の定着
に努めている。

わかりやすく、理解しや
すい言葉で書かれてい
る。

美しい装丁で、分量や配
置も適切である。資料と
しての写真・図の配置が
良い。

外国語の歌詞にルビが振
られていて、生徒が積極
的に取り組みやすい。

基本かつ多彩な内容で構
成され、分量も適切でバ
ランスよく配置されてい
る。

平易な表記でわかりやす
い。専門用語の解説も注
釈として適切におこなわ
れている。

資料の並び方が見易く、
理解しやすい。

資料が多く、理解しやす
い表現である。

本編のあとのオプショナ
ルリーディングは分量、
難易度ともに発展、応用
に適している。

落ち着いた色調ながら適
所に図やイラストが配置
されている。語彙の扱い
が丁寧である。

音楽ⅠＴｕｔｉｉ 1

多様なジャンルからバランス良く扱われて
いる。選曲・編曲も工夫されており生徒が
主体的に活動するのにふさわしい。

ＭＯＵＳＡ２

精選電気基礎

2

生徒の興味・関心を広げる内容が多く取り
上げられている。各領域のバランスがよく
扱われている。

CROWN English Reading
New Edition

3

リーディングに必要な物語、描写、説明、
論説、説明に関する各文が網羅されてお
り、文章の種類を意識して読み進められる
ように構成されている。

各セクションの構成に工
夫があり、装丁も美し
い。

楽器演奏写真が非常にわ
かりやすい。資料として
の写真も優れたものが多
い。

情
報

社会と情報 1

情報の基礎から丁寧に解説してあり、生徒
にわかりやすい内容である。写真やイラス
トが豊富で、見やすく理解しやすい。

芸
術

家庭基礎　ともに生き
る　明日をつくる

1
2

分かりやすい表現で理解しやすい。トライ
やコラムなどにより、興味・関心を持たせ
ることが出来る。

現代高等保健体育
1
2

全般に偏りがなく、バランスよくまとめて
いる。課題学習を充実させ、自らの健康や
スポーツライフについて考え、判断する力
が身につくよう工夫されている。

美しい装丁で、分量や配
置も適切である。資料と
しての写真・図の配置が
良い。

外国語の歌詞にルビが振
られていて、生徒が積極
的に取り組みやすい。3

生徒の興味・関心を広げる内容が多く取り
上げられている。各領域のバランスが良く
扱われている。

構成、分量ともにに適切
である。また、装丁も良
い。

ポイントがわかるキー
ワードや豊富な図表・イ
ラストで構成されてい
る。

ＭＯＵＳＡ２
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発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

　　　　　　　平成２６年度使用教科用図書採択選定一覧表

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現
科
分

教
区

教　科　書　名
使用
学年

 川崎市立 川崎総合科学高等学校 （ 全日制 ）

7 工業

実教 360

7 工業

実教 361

7 工業

実教 021

174 工業

コロナ 049

174 工業

コロナ 055

174 工業

コロナ 085

7 工業

実教 112

7 工業

実教 113

7 工業

実教 114

174 工業

コロナ 330

174 工業

コロナ 331

7 工業

実教 348

174 工業

コロナ 357

7 工業

実教 302

7 工業

実教 308

7 工業

実教 309

工
業
（

情
報
工
学
）

工
業
（

電
子
機
械
科
）

工
業
（

総
合
電
気
）

無理のない構成で、また
具体的な解説で学びやす
くしてある。

文章・図版などの割付は
適切でありわかりやすく
なっている。1

製図例が豊富に取り入れられており、多様
な学習に対応できるよう配慮されている。

工業数理基礎

情報技術基礎 1

プログラム言語がＢＡＳＩＣ以外にＣ言語
が掲載されており、関連教科でも学習がで
きるよう配慮されている。

1

広い範囲にわたり、分野ごとに整理され、
全体的に理解しやすいように配慮されてい
る。問題の解き方も丁寧に説明されてい
る。

プログラム例など、強調
されており学びやすい内
容にしてある。

図や写真がカラーで見や
すく、また、親しみやす
くしてある。

電子回路 2

原理や動作が理解しやすい回路が取り上げ
られ、内容が必要かつ十分に記述されてい
る。

図や例題、章末には問題
を多く取り入れ、理解の
定着に努めている。

理解しやすい言葉で簡潔
に書かれている。

機械製図

内容が系統的に構成され
ている。

図や写真が適切に配置さ
れ要点が理解しやすい。

演習を重視し、例題を丁
寧に説明し、問いにより
習得できるようになって
いる。

学習のポイントをまとめ
て理解度を確かめられる
ようになっている。

例題・問題等は丁寧に記
載されている。

２色版で、重要なポイン
トが見やすく工夫されて
いる。

電気基礎（下）

電気機器 2

電気基礎との関連を持たせた導入により、
目的意識を持って取り組めるようになって
いる。

2

理論にともない例題や問題が多く示され単
元ごとのポイントも適切に配置されてい
る。

電力技術２　新訂版
電力の利用と制御

3

精選された内容や具体的な事例を多く用い
ており、理解しやすく構成されていて使用
しやすい。

従前の教科書に比べサイ
ズも大きくなったことで
見やすくなり、学習しや
すい系統になっている。

明確でわかりやすい図や
写真が多く、内容がとら
えやすい。

電気基礎（上） 1

難解な説明を避け、学習しやすい系統に
なっており、学習効果を高められるように
要点がまとめられている。

内容が展開的に構成され
ていて適切である。

写真や図、表など適切に
配置されている。

内容が展開的に構成され
ていて適切である。

写真や図、表など適切に
配置されている。

電気機器　新訂版

電力技術１　新訂版
電力の発生と輸送

3

具体的な事例を多く用いており、理解しや
すく構成されていて使用しやすい。

3

基礎・基本を学習しやすい表現を使い、視
覚的に学べるようになっている。

基本だけではなく、応用
問題も取り入れ問題が豊
富である。

見やすい図を多く掲載
し、わかりやすい解説が
設けられている。

通信技術 3

通信技術としての内容が十分で、しかも基
礎・基本が理解しやすく解説されている。

内容が系統的に構成され
ている。

要点にカラーで印刷され
ていてわかりやすく記述
されている。

構成、分量、配分が適正
で使いよい。

文章や単位など、その表
現が理解しやすい。

電気における製図の目標設定が適切であ
り、内容が理解しやすい。

内容が系統的に構成され
ている。

文章表現や用語、基本的
内容の記号・単位が適切
である。

電子回路 3

電気基礎を学習した後の電子回路の教科書
として内容が必要かつ十分に記述されてい
る。

わかりやすく、理解しや
すい言葉で書かれてい
る。

図や写真を多く取り入
れ、節末・章末の問題を
加えることで理解の定着
に努めている。

わかりやすく、理解しや
すい言葉で書かれてい
る。

学習しやすい系統になっ
ている。

回路図が実際に使用され
ているものを取り上げ、
理解しやすい。

電気製図

電子計測制御 3

基本的な考え方が理解しやすく、身近な例
が取り上げられ、具体的に把握しやすい。

3

1
2

基礎から応用まで幅広い内容が取り入れら
れている。全体的に理解しやすいように表
や図、写真などが配置されている。

ソフトウェア技術
1
2

基礎から応用まで幅広い内容が取り入れら
れている。全体的に理解しやすいように表
や図、写真などが配置されている。

図や写真を多く取り入
れ、節末・章末の問題を
加えることで理解の定着
に努めている。

ハードウェア技術
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発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

　　　　　　　平成２６年度使用教科用図書採択選定一覧表

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現
科
分

教
区

教　科　書　名
使用
学年

 川崎市立 川崎総合科学高等学校 （ 全日制 ）

7 工業

実教 313

7 工業

実教 315

7 工業

実教 316

7 工業

実教 319

7 工業

実教 320

7 工業

実教 345

7 工業

実教 052

7 工業

実教 088

7 工業

実教 089

7 工業

実教 091

７ 工業

実教 305

７ 工業

実教 306

7 工業

実教 334

7 工業

実教 335

７ 工業

実教 362

7 工業

実教 363

工
業
（

電
子
機
械
科
）

工
業
（

建
設
工
学
）

建築構造設計

測量 1

2

力学的にみた構造物や建築物の骨組みに関
する基礎的な部分が理解しやすい。

各章で例題の解説が適当
である。

図を用いて公式等がわか
りやすい表記になってい
る。

測量に関する説明において、図や写真を多
く用いており、理解しやすく解説されてい
る。実習においても使用できる。

構成、分量、配分が適正
で使いよい。

計算においても丁寧な文
章表現である。

建築計画 2

建築計画の基本的な考え方から、住宅から
事務所建築まで、わかりやすく解説されて
いる。

内容が系統的に構成され
ている。

建築計画の用語・記号・
単位など適切に使用され
ている。

土木製図 2

製図の基礎から学べ、土木構造物の製図例
が豊富で、多様な学習に対応できるよう配
慮されている。

土木製図の基礎を系統的
に配列し、理解しやすい
構成となっている。

構造物における文章表現
や用語が簡潔に書かれ、
基本的内容の記号・単位
が理解しやすい。

建築構造 2

建築物の構造形式及び建築材料が詳細な図
や写真で理解しやすい。

具体的な解説で学びやす
くしてある。分量配分が
適当である。

建築用語や表現が、初め
て学ぶにあたりわかりや
すい。

図版が多く、説明もわか
りやすい。

社会基盤工学
土木計画と社会基盤整
備

3

社会基盤の内容が体系的に整理されてお
り、各章ごとにわかりやすく解説されてい
る。

社会基盤工学全体の流れ
が適切に構成してある。

2

製図の基礎から学べ、建築構造物の製図例
が豊富で、多様な学習に対応できるよう配
慮されている。

建築設計製図の基礎を系
統的に配列し、理解しや
すい構成となっている。

建築物における文章表現
や用語が簡潔に書かれ、
基本的内容の記号・単位
が理解しやすい。

建築施工全体の流れが適
切に構成してある。

水理･土質力学を学習するうえで図や写真
等が豊富で例題についてもわかりやすく解
説してある。

建築施工

図や写真等を使い専門用
語や公式を理解できるよ
うな表現である。

図版が多く用いられてい
るので、専門的な内容も
わかりやすい。

建築設計製図

建築法規 3

建築法規の内容が体系的に整理されてお
り、各章ごとにわかりやすく解説されてい
る。

内容が系統的に構成され
ている。

機械工作２

機械設計１

2

土木基礎力学２
水理学・土質力学の基
礎

3

2

2

原動機 2

機械設計２

仕様･総合･解析･評価･設計解の順で構成さ
れ、「設計とは何か」「よい機械とは何
か」を考えさせ必要な基礎が学べるように
工夫してある。

図中にも説明が表記され
ており、視覚的にも理解
しやすくなっている。

各章の内容が系統的に構
成してあり、図版の分量
も適当である。

図や写真が比較的大き
く、見やすく工夫され、
解説も適当である。

3

建築工事の内容が体系的に整理されてお
り、各工程ごとにわかりやすく解説されて
いる。

建築の専門的な用語や工
法が理解できる記述であ
る。

各章の分量配分や例題が
適当である。

各章の内容が系統的に構
成してあり、図版の分量
も適当である。

系統的な構成にしてあ
り、図版も多く分量も適
当である。

設計の手順と図や例を多
く取り入れ、わかりやす
く工夫されている。

新しい工作技術・機械を取り上げ加工技術
の仕組みを生徒が理解できるようていねい
に記述してある。

生産システム技術 2

電気・電子、メカトロニクス、機械技術、
生産管理の基礎が学べ、図や写真が多く配
置されており、理解しやすい工夫がなされ
ている。

図や写真が比較的大き
く、見やすく工夫され、
解説も適当である。

機械工作１ 2

新しい工作技術・機械を取り上げ加工技術
の仕組みを生徒が理解できるようていねい
に記述してある。

生産システム全体の流れ
が適切に構成してある。

仕様･総合･解析･評価･設計解の順で構成さ
れ、「設計とは何か」「よい機械とは何
か」を考えさせ必要な基礎が学べるように
工夫してある。

系統的な構成にしてあ
り、図版も多く分量も適
当である。

構造・機能・発達の要因・省エネルギーや
環境保全、自動車の歴史など生徒に興味を
持たせるよう工夫してある。

項目が細分化され、効率
よく構成されている。

学習段階に応じて問を設
け、適切に表記・表現さ
れている。

設計の手順と図や例を多
く取り入れ、わかりやす
く工夫されている。
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発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

　　　　　　　平成２６年度使用教科用図書採択選定一覧表

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現
科
分

教
区

教　科　書　名
使用
学年

 川崎市立 川崎総合科学高等学校 （ 全日制 ）

7 工業

実教 364

7 工業

実教 366

179 工業

電機大 096

201 工業

海文堂 046

201 工業

海文堂 344

各項目の説明はわかりや
すく、分量も適切であ
る。

図版が多く用いられてい
るので、専門的な内容も
わかりやすい。

工
業
（

デ
ザ
イ
ン
）

デザインに関する各分野
の説明が大変わかりやす
く、分量も適切である。

図版や資料ガが多く用い
られており、専門的な内
容をわかりやすく解説し
ている。

土木の専門的な用語や工
法が理解できるような記
述である。

工
業
（

建
設
工
学
）

デザイン技術
1
2

デザインの基本的な考え方や色彩、企画、
グラフィックデザイン、工業デザインなど
の様々な分野を丁寧に解説している。

 デザイン史 3

先史時代から現代までのデザインや造形文
化の流れを、西洋と日本のかかわりの中で
わかりやすく解説している。

デザイン技術 3

デザインの基本的な考え方から、色彩、企
画、グラフィックデザイン、工業デザイン
など様々な分野が解説されている。

土木施工 2

土木工事の内容が体系的に整理されてお
り、各工程ごとにわかりやすく解説されて
いる。

土木施工全体の流れが適
切に構成してある。

土木基礎力学１
構造力学の基礎

日本と西洋のデザイン、
造形文化の流れを系統的
にまとめている。装丁も
堅牢で良い。

図版や資料の分量ガが適
切であり、説明もわかり
やすい。

2

全体的に理解しやすいように配慮されてい
る。特に重要となる内容は、より具体的に
説明を加えている。

各章の分量配分や例題が
適当である。

例題における図を使った
表記や力学的な単位の取
り扱い方が良い。
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発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

142 講読

右文 016

50 現文

大修館 038

212 古典

桐原 047

212 古典

桐原 048

2 国総

東書 302

15 現Ｂ

三省堂 304

212 古Ｂ

桐原 325

212 古Ｂ

桐原 326

7 日Ａ

実教 008

81 日Ｂ

山川 301

81 世Ｂ

山川 304

46 地Ａ

帝国 306

81 世Ａ

山川 307

130 地図

二宮 308

詳説日本史 2

本文と脚注は詳細な記述で充実した内容に
なっている。「資料を読む」「資料にふれ
る」のページを設け、歴史的思考力の育成
に工夫している。

グラフ、資料、写真等の
分量が適切で、構成もバ
ランスが良い。

文字のサイズや書体が適
切で、かつ表現が簡潔で
わかりやすい。

色使いが良く、説明等も
見やすく、関心を持ちや
すい。

科
分

教
区

教　科　書　名
使用
学年

 川崎市立  橘　高等学校 （ 全日制 ）

探求　古典Ｂ　古文編

精選　現代文Ｂ 2

定番のものから時代にあわせた新しい作品
も載っている。生徒の関心をひくととも
に、読解力を養えるような内容となってい
る。

内　　　　　　容

　　　　　　　平成２６年度使用教科用図書採択選定一覧表

探求　古典Ｂ　漢文編 2

入試頻出の句形などを本文の中で数多く網
羅できるようになっている。

2

精選国語総合 1

どの分野も代表的な作品が載っていて使い
やすい。内容も基礎的なものから高いレベ
ルまで段階的に収められている。古典も文
法などの説明が見やすくまとまっている。

一冊にまとまっていて、
扱いやすい。「表現と言
語活動」が各単元ごとに
まとっまっている。

構成・分量・装丁 表記・表現

２部構成になっており、
２～３年を通して使いや
すい。

色使いがよく、字も読み
やすい。

活字も大きく読みやす
い。イラストが多くイ
メージしやすい。

精選 現代文 改訂版 3

評論・小説・詩がバランスよく入ってい
て、２～３年と２年間使う中で、難易度も
段階的に配置されていて扱いやすい。内容
も生徒に身近なテーマのものが多く、読み
やすい。

２～３年生での通年履修
に適した二部構成になっ
ている。本文も見やす
く、写真などの配置も適
当である。

本文の長さによってレイ
アウトを変えてあり、読
みやすい。

現代の世界史 2

基本的内容の取扱が適切である。また図版
資料豊富で見やすく並べてあり、注釈も詳
しく生徒の興味をひく内容になっている。

図版資料の配置・構成が
よくまとまっており、各
項の分量が適切である。

文字の大きさ、行間や書
体等は適切で、わかりや
すい表現である。

写真や図版も大きく、視
覚的な工夫がなされてい
る。また、写真ページの
配置も適切で文化財など
が理解しやすい。

豊富な史料・写真・図
説、簡潔で平易な表現は
理解しやすい。

高校日本史Ａ 新訂版 3

学習課題が「歴史のまど」という形で提示
されており、自ら考える姿勢の育成に有効
である。本文記述は詳細であり、注記・図
版資料と併せて、充実した内容となってい
る。

地図、資料、統計資料等
の分量が適切である。

「現代からの探求」など
では身近で興味深いテー
マがとりあげられてい
る。また、「ズームイ
ン」や「歴史の群像」な
ど発展的な学習に適して
いる。

図版資料の配置・構成が
よくまとまっており、学
習意欲を高める構成で、
分量も適切である。

字も見やすく、挿絵など
も多く、時代背景などが
わかりやすい。

幅広いジャンルから収録されており、受験
に向けた応用力を磨くことができる。また
文法についても基礎から応用まで網羅して
いる。

分冊で、それぞれが２部
構成になっているため、
２～３年での通年使用が
しやすい。

分冊で、それぞれが２部
構成になっているため、
２～３年での通年使用が
しやすい。

挿絵も程よく、話の内容
がイメージしやすい。

詳説世界史 2

基本的事項の内容が充実し、高度な内容に
もふれている。日本の動静にもしっかりふ
れていて生徒の興味・関心をひきやすい。
豊富な史料・図説・写真が掲載され理解し
やすく充実している。

1

基礎的、基本的な事が繊細に、かつ豊富に
記載されている。写真、資料、地図が大き
くて見やすい工夫がなされている。また、
現地レポート・旅のエピソードは学習の導
入に使える。

新コンパクト地図帳 1

コンパクトで持ち運びに便利。内容は他の
地図帳と遜色のない情報量である。世界諸
国を紹介する頁があり、生徒の関心をひき
つける工夫がなされている。

地
理
歴
史

高校生の地理Ａ

原始・古代、中世、近
世、近現代の４部構成
で、時代の特徴をとらえ
やすくしている。

図版も淡い色使いで読み
とりやすい工夫がなされ
ている。写真はカラーで
コンパクトに収められて
いる。

配色や文字のサイズに工
夫がある。また、地図は
部分的に拡大されていて
見やすい。

本文や注も見やすく、カ
ラー写真なども配置さ
れ、生徒の興味をひきや
すい。

高等学校 古典 (漢文
編)改訂版

3

多くの作品を扱っており、基礎的なものか
ら発展的なものまで載っている。さらに、
難易度だけでなく、本文の長さにも様々な
種類があり、時間数によって教材を選びや
すい。

２～３年生での３年間通
年履修に適した二部構成
でる。

カラーの挿絵などがあ
り、目を引くが、全体的
に絵や写真がやや少なく
感じる。国

語

高等学校 古典 (古文
編)改訂版

3

説話や随筆、物語、日記などジャンルに
よってまとめられているため、扱いやす
い。代表的な作品も多く、難易度も様々
で、段階に応じて作品を選ぶことができ
る。

２～３年生での２年間通
年履修に適した二部構成
でる。

新編古典講読　物語・小説
(伊勢物語・源氏物語・大
鏡・日本永代蔵・雨月物語)
評論(古今和歌集仮名序・無
名草子・笈の小文・源氏物語
玉の小櫛)漢詩・思想　史伝

3

各単元において、入門的な素材から、発展
的内容まで幅広く取りあげている。脚注が
充実しており、文意がとりやすいように構
成してあり読みやすい。

巻末の２０頁を付録に割
き、知識の整理に重点に
置いた構成になってい
る。
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内　　　　　　容

　　　　　　　平成２６年度使用教科用図書採択選定一覧表

構成・分量・装丁 表記・表現

2 現社

東書 017

183 政経

第一 301

35 倫理

清水 302

104 数Ⅲ

数研 309

104 数Ⅱ

数研 310

104 数Ｂ

数研 310

104 数Ⅰ

数研 311

104 数Ａ

数研 311

104 数Ⅰ

数研 313

104 数Ａ

数研 313

7 科人

実教 301

7 物理

実教 302

7 物基

実教 303

183 生物

第一 304

183 化学

第一 307

183 生基

第一 308

１
2

基礎的な内容から応用的な内容まで整理さ
れていて理解しやすい。また、例題等も適
切な内容である。

高等学校　数学Ｂ

高等学校　数学Ⅲ

2

基礎的な内容から発展的な内容まで、わか
りやすいように説明が工夫されている。

構成・問題量ともに適切
である。

問題量・構成ともに適切
である。

問題量・構成ともに適切
である。

適切な文章表現であり、
図なども効果的に使われ
ていて理解しやすい。

理解しやすい文章表現で
まとめられている。

理解しやすい文章表現で
まとめられている。

2

基礎的・基本的な内容について、丁寧に説
明してあり理解しやすい。

定理・法則等の説明が簡潔にまとめられて
いる。また、例題なども理解しやすいよう
に工夫されている。

例題および問題の構成・
分量とも適切である。

適切な文章表現である。

基礎的な内容から応用的な内容まで整理さ
れている。また、練習問題なども適切であ
る。

問題量・構成ともに適切
である。

適切な文章表現を用いて
まとめられている。

高等学校　生物基礎

理
科

科学と人間生活 1

生活に密着した科学の内容を中心に広範囲
にわたってよく網羅されており、生徒の理
解が深まりやすい。

高等学校　生物

発生に関する図が多く、
解説もわかりやすい。

生徒に興味・関心を持た
せる工夫をしている。

４色刷りを効果的に使っ
て理解しやすい工夫をし
ている。キーワードに英
文字のルビがふってあ
る。

2

図が非常に多くかつ美しい。文章表現も平
易でわかりやすい。特に細胞小器官につい
ての表記がわかりやすい。

文章の量に対して図やグ
ラフの量が多い。分量と
しても適当である。

細胞小器官に関する図が
多く、解説もわかりやす
い。

基礎学力から応用力まで身につくように、
配慮している。写真や図や表が効果的に使
われている。探求活動と発展が一目瞭然に
区別されていて使いやすい。

3

学習内容の理解を深める
演習問題が、適宜配置さ
れている。

「発展」が効果的に記述
され、「物理」の学習に
無理なくつながる。

物理
2
3

生徒がつまづきやすい内容や、典型的な問
題について詳しく解説がされていて、理解
しやすい内容になっている。身近なテーマ
と物理との関係について高校生にも理解し
やすい内容で取り上げられている。

基本問題から発展問題ま
で演習問題が効果的に配
置されていて、理解の定
着に努めている。

的確な表現で簡潔に書か
れている。

最新　数学Ⅰ 1

基本的な内容について、理解しやすいよう
に丁寧でわかりやすく扱っている。また、
例題なども説明が工夫されている。

構成・問題量ともに適切
である。

適切な文章表現であり、
図なども効果的に使われ
ていて理解しやすい。

物理基礎 1

記述が簡潔で、原理や法則が無駄なく理解
できるよう工夫されている。

最新　数学Ａ 2

高等学校　数学Ⅰ 1

基礎的な内容から発展的な内容まで、わか
りやすいように説明が工夫されている。

構成・問題量ともに適切
である。

理解しやすいことばを用
いてまとめられている。

高等学校　政治・経済

高等学校　数学Ⅱ

高等学校　数学Ａ

写真や資料が見やすく配
置されていて、堅い印象
の事項の拒否感を無くし
ている。

3

高等学校　新倫理
最新版

2

古代から現代までそれぞれの思想の重要点
が適切に記述されている。テーマごとにま
とめていながらも思想の系譜が理解できる
内容となっている。

幅広い教材を総合的に取
り上げており、適切に構
成された分量になってい
る。

多岐にわたる内容を工夫
して組み合わせており、
高度な内容の割にはわか
りやすい表記となってい
る。

2

詳細な内容がコンパクトな表現で表記され
ている。各項目ごとに独立した内容になっ
ており、論理的に構成されている。

細かい項目に分割された
内容が並列的に列挙され
ており、取り扱いやすい
構成になっている。

適切な構成と分量であ
る。図版等と文章のバラ
ンスが適切で構成が全体
的にまとまっている。

公
民

基本的内容から、発展的内容までバランス
よく配置されているし、写真、資料、図版
等が豊富に記載されている。現代社会 3

要所要所に資料として価
値の高い図表が配置され
た構成であるため理解が
深まりやすい。

多岐にわたる科学の内容
を平易な文章で的確に表
現している。

わかりやすい表現で、か
つ文字の大きさが適切
で、資料や図版が見やす
い。

ポイントをよくとらえている写真や図が多
く掲載されている。生物の行動についての
図がわかりやすい。

高等学校　化学 2

文章の量に対して図やグ
ラフの量が多い。分量と
しても適当である。

数
学
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内　　　　　　容

　　　　　　　平成２６年度使用教科用図書採択選定一覧表

構成・分量・装丁 表記・表現

183 化基

第一 311

50 保体

大修館 301

27 音Ⅰ

教芸 303

38 美Ⅰ

光村 301

38 書Ⅰ

光村 304

2 英Ｒ

東書 039

212 英Ｗ

桐原 046

61 英Ⅰ

啓林館 308

50 コⅡ

大修館 311

50 コⅠ

大修館 312

183 コⅡ

第一 322

183 コⅠ

第一 323

7 家基

実教 304

芸
術

理
科

書Ⅰ

Compass
English
Communication Ⅰ

Perspective
English
Communication　Ⅰ

高等学校　化学基礎

Power On English
Reading

文章が読みやすく、各
ページごとに内容がまと
まっているので見やす
い。

イラストや資料が興味を
示すような内容が多い。

1

知的好奇心や感動を呼びおこす多様な題材
が多い。４技能をバランスよく鍛える工夫
がされている。本校の実態に合った英文の
難易度である。Listen&AnwserやSummaryで
「使える英語」を意識している。

教材の難易度、取り扱い
の言語材料の配列が段階
的、体系的であり、学習
に適している。課数、
ページ数が年間単位数で
の履修に適している。

文字の大きさ、書体が適
当であり、学習しやす
い。本文内容に関連した
写真・図版が適切に配置
され、視覚的な学習を助
ける配慮が見られる。

家
庭

家庭基礎　パートナー
シップでつくる未来

1
2

生徒が主体的に考える学習にポイントが置
かれている。実生活をふりかえりながら日
常生活につなげていく学習では深みのある
学習が定着する。

外
国
語

Compass
English
Communication Ⅱ

基礎を固め、さらに実力
をつける構成と分量と
なっている。

イラストと写真が豊富で
見やすい。本文と内容理
解のための質問文の色分
け表記や新出単語が音節
分けしてあるなど工夫さ
れている。

作業手順や道具について
も説明されており、わか
りやすい工夫がなされて
いる。

全ページカラーで、豊富
な図版があり、文字や分
量も適切である。

無理なく学べる英文の量
である。見開き２ページ
に収まり、目標がたてや
すい構成である。

ゆとりあるB５変型判で、
写真、イラストがふんだ
んに取り入れられ理解し
やすい。

基礎・基本を押さえた上
で臨書・鑑賞を行い、創
作活動ができる構成に
なっており、写真も他に
比べて鮮明。

書の伝統と文化の理解を
深めると共に、文字文化
や他の芸術分野、国語や
歴史の授業にもつながる
多角的な話題が提示され
ている。

英語の４技能を使って英
語力を高められるように
さまざまな工夫がなされ
ている。

ＭＯＵＳＡ１ 1

親しみやすいポップスや、取り上げておき
たい芸術作品や日本の作品など幅広く扱っ
ている。また、合唱や器楽も様々な形態で
扱っており、興味・関心を持って取り組め
るようになっている。

美術１ 1

中学校での学習も含め、基礎・基本的な内
容を取り上げている。独自の作家・作品も
取り上げており、あらゆる分野に興味が持
てる内容だと感じる。図版が大きく美し
い。

保
健
体
育

現代高等保健体育
1
2

学習指導要領に沿って、各単元の中で適切
に精選された内容が記述されており、重点
的内容が簡潔・適切に説明されているので
理解しやすい。

1
2

文章もわかりやすく図や
表が効果的に扱われ、詳
しい解説がなされてい
る。

資料のカラーページが充実しており、実験
の説明なども生徒が考えやすい内容であ
る。また発展的な内容も網羅されており、
幅広く学習できる。

分量は適切である。学習
指導要領の内容が過不足
なく、構造的に理解でき
るよう構成されている。

図表・写真も見やすく太
字でキーワードが示さ
れ、内容を把握しやす
い。

曲数は多いが、学校の実
情に合わせて選択できる
ので良い。また写真もふ
んだんに取り入れてい
る。

ほとんどの教材が1ページ
または見開きで取り扱わ
れており、学習しやすい
ように工夫されている。

3

英文を理解する基礎的な力、長文を読む
力、そして発展的な文章を読む力と３つの
パートで構成され、段階的に「読む」力を
つけることができる。

「読む」際の作業の中で
読解のポイントを視覚的
に確認できるのでわかり
やすい。

各単元ごとに詳しい資料
があり、量的には多めで
はあるが、授業と家庭学
習の両方で十分使用でき
る。

1

中学校の書写からの接続が円滑に図れる構
成がなされている。解説が簡潔でわかりや
すく、骨書きや筆順等、学習の手助けにな
る工夫がなされている。

3

平易な英文で自己表現できるように、学習
項目が配列されている。

まず、文型や構文を学習
した後に、エッセイライ
ティングできる構成に
なっている。

見開き２ページに学習の
流れがわかりやすく書か
れており、生徒も自学自
習しやすい。

VISION　QUEST
English
Expression Ⅰ
Standard

1

さまざまな話題を通して、文法をしっかり
押さえるとともに、発音や発信など、表現
力全体を鍛えることができる内容である。
わかりやすい例文も多い。また、さまざま
な活動が盛り込まれている。
Useful Expressionがまとまっている。

段階を踏んで文から文章
へと進んでいける工夫が
あり、基礎から応用へと
スパイラルな構成となっ
ている。

豊富ながら目に優しい色
使いで、わかりやすいイ
ラストも多い。また、変
形Ｂ５版で見やすい。

WORLD TREK ENGLISH
WRITING
NEW EDITION

2

生徒の関心をひく教材を読み解くことだけ
でなく読んだ内容を確認するための言語活
動や、読んだ内容をもとに生徒自身の考え
や意見を発表させる活動が適切な準備段階
とともに用意されている。

年間の総単位数を考慮す
ると適当である。全 課
が難易度順に段階的に配
列され、各課も生徒が理
解しやすいように構成さ
れている。

本文や脚注のほか、写真
やイラストなどが適切に
かつ見やすくレイアウト
されている。表現力や語
彙力の伸長を図るため、
巻末に「語彙リスト」と
「重要表現リスト」があ
る。

Perspective
English
Communication　Ⅱ

2

学ぶ・知ることの重要性や今日的な問題に
ついて考えさせたりする教材が収録されて
いるだけでなく、物語文への興味を喚起さ
せたり、科学的なものなど教材の選定に偏
りがなく、バランスが取れている。

1

生徒の興味関心にあった身近な話題、説明
文、物語、対話文などバラエティに富んだ
文章が多い。中学校の復習も十分にカバー
している。４技能が十分に伸ばせる工夫が
ある。「使える英語」を意識したコミュニ
ケーション活動が取り入れられている。
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発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

科
分

教
区

教　科　書　名
使用
学年

 川崎市立  橘　高等学校 （ 全日制 ）

内　　　　　　容

　　　　　　　平成２６年度使用教科用図書採択選定一覧表

構成・分量・装丁 表記・表現

9 情報

開隆堂 076

2 情科

東書 301

情
報

情報の科学

新版　情報Ｃ　情報社
会を生きる

内容が系統的に分類され
ており、分量も適切であ
る。各章が見開きで構成
され、読みやすい。

図や表を豊富に盛り込ん
で説明しており、イラス
トも工夫して配置してい
る。

1

実習編と理論編に分かれており、各分野の
内容が適切に区別されている。また実習が
豊富に盛り込まれており、指導しやすい構
成になっている。

3

学習指導要領に沿っており、体系的に詳し
く記述されている。技術の進歩に配慮した
構成である。

各内容の分量とその配列
は適切である。

説明が丁寧で、図やイラ
ストが工夫して配置され
ている。
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発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

142 古典

右文 017

50 現文

大修館 052

17 古Ａ

教出 302

50 現Ｂ

大修館 308

104 国総

数研 317

81 日Ａ

山川 010

81 日Ｂ

山川 301

46 地Ｂ

帝国 301

46 地図

帝国 302

81 世Ｂ

山川 304

2 現社

東書 017

2 倫理

東書 017

81 政経

山川 018

7 政経

実教 304

2 倫理

東書 306

公
民

地
理
歴
史

新詳高等地図

詳説日本史

1

地理歴史科・公民科の諸科目を学習する上
で、一般図・資料図・都市図・統計資料が
適切に掲載されている。

地図と資料の関連性が十
分にあり、世界地図・日
本地図、資料統計図や表
が十分配分されている。

図版が大きく見やすい。
国名表記は、正式国名が
採用され、地名表記も的
確に表現されている・

詳説世界史 2

学習指導要領の内容に適しており、授業を
進める上で適切である。高度な内容で質・
量ともに充実している。史料・図説・写真
が豊富で、歴史の理解・応用まで十分な内
容になっている。

図版資料の配置・構成が
よく、各項目の分量が豊
富であり、前近代と近現
代のバランスがよい。

豊富な史料・写真・図説
が十分な理解に役立ち、
文章表現や用語の使用が
適切である。

2

学習指導要領の内容に適しており、授業を
進める上で適切である。高度な内容で質・
量ともに充実している。史料・図説・写真
が豊富で、歴史の理解・応用まで十分な内
容になっている。

年代順に４部構成で質・
量が豊富であり、内容が
体系的、発展的に配列・
記述されている。

豊富な史料・写真・図説
が十分な理解に役立ち、
漢字、仮名使いの使用が
適切である。

新詳地理Ｂ 1

地理の重要項目が丁寧に掲載され、確実に
知識が定着できる内容となっている。全編
を通じ、世界と日本の国際関係及び新しい
国際的動向が追究できるようになってい
る。

大判の装丁であり、見や
すい。世界全体をカバー
してあり、多様な地域を
選択して学習できる。

人々の生活や地域の動向
が多数の掲載写真で把握
でき、重要事項はゴシッ
ク文字で示されている。

　　　　　　　平成２６年度使用教科用図書採択選定一覧表

 川崎市立高津高等学校 （ 全日制 ）

科
分

教
区

教　科　書　名
使用
学年

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

落ち着いた作りである。

古典 3

説話・物語・随筆・日記など、各分野を代
表する作品がまんべんなく収められてい
る。

分量・構成が適当であ
る。

読み仮名も過不足なく付
けられている。

国
語

古典文学選　古典Ａ 2

古文、漢文ともに、古典Ｂに匹敵する数の
作品が収められている。内容も、いわば定
番となっている教材から、生徒が親しみを
もちやすい教材まで、幅広く収録されてい
る。

歌物語の後に和歌、源氏
物語の後に評論といった
ように、単元ごとの連携
が意識されている。

系図や年表が多用され、
随筆や物語に登場する人
物の関係性が一目でわか
るようになっている。

現代文２　改訂版 3

現代的なテーマの評論が多く収められてい
る。評論が充実しているが、小説も「檸
檬」「舞姫」といった定番教材も収められ
ている。

「さまざまな文章」とい
う単元では、明治期の文
章も含めて多様な学習が
可能である。

高等学校　国語総合 1

現代文の特に評論の教材が時代に即した内
容で、その評論が取り上げる諸問題に対し
ても関連図書を推薦するコーナーなどが
あって生徒の自発的な学習を促す内容に
なっている。

現代文、古文、漢文とも
入門的な内容から発展的
な内容までバランス良く
配列されている。

写真、地図、イラスト等
がたいへん適確に配列さ
れ、生徒の理解を助ける
のに効果的である。

現代文　上巻 2

入試頻出の著者による評論が多く、文章内
で出てきた重要語句（「評論キーワー
ド」）に関してコーナーを設けて詳しく解
説するなど、評論を重視した作りになって
いる。

２～３年生で各一冊の分
冊形式になっており、２
単位で展開するにはちょ
うどよい分量である。

やや文字が小さめではあ
るが、写真やグラフが生
徒の理解を助けるよう、
よく工夫されている。

3

学習指導要領の内容に適しており、授業を
進める上で適切である。高度な内容で、史
料・図説写真が豊富で、基本から発展的内
容まで日本の近現代史がわかりやすくまと
まっている。

構成がわかりやすく、日
本の近現代史を理解する
には、十分な分量であ
る。

図説・史料・写真が豊富
で、理解に役立つ。詳細
に記述され、わかりやす
く表現されている。

倫理 3

倫理を学習する上で、説明・記述が詳細に
されており、わかりやすい。図版・資料が
適切で見やすく、理解しやすい。

系統的に配列されてお
り、分量も十分で適切で
ある。

資料や写真が豊富で見や
すい。丁寧に表記され、
わかりやすい。

現代社会 3

基礎的内容から発展的内容までバランスよ
く配列され、理解しやすい。写真・図版・
資料が精選され、適切である。詳細な文章
で説明されており、わかりやすい内容に
なっている。

全体的に適正な構成と分
量である。図版と文章の
配分が適切で、全体の構
成がまとまっている。

適切な表現で、詳細に記
述されわかりやすい。写
真・図版が理解しやすい
ように表現されている。

現代の日本史　改訂版

全体的に適正な構成と分
量である。内容が豊富・
詳細で理解しやすい。

政治・経済の諸問題をわ
かりやすい表現で記述さ
れている。図版や表の表
現にも工夫が見られる。

詳説　政治・経済 3

基本的事項から発展的事項まで記述内容が
豊富で、充実している。学習に必要な統
計・資料が適切に配列され、詳細に記述さ
れており、内容がわかりやすい。

全体的に適正な構成と分
量である。図版と文章の
配分が適切で、内容が詳
細でわかりやすい。

最新政治・経済 2

学習指導要領の内容に適しており、授業を
進める上で適切である。高度な内容で質・
量ともに充実している。図版・資料が豊富
で、詳細に記述され、内容がわかりやす
い。

図版や統計資料が豊富で
見やすい。政治経済の諸
事項がわかりやすく、丁
寧に表記されている。

倫理 2

倫理を学習する上で、記述がわかりやす
く、内容が豊富で、その取り扱いが適切に
なっている。

系統的に配列されてお
り、分量が適切である。

資料や写真が豊富で見や
すい。表記もわかりやす
く丁寧である。
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発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

　　　　　　　平成２６年度使用教科用図書採択選定一覧表

 川崎市立高津高等学校 （ 全日制 ）

科
分

教
区

教　科　書　名
使用
学年

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

2 数Ⅰ

東書 301

2 数Ａ

東書 301

2 数Ⅱ

東書 301

2 数Ｂ

東書 301

2 数Ⅲ

東書 301

2 物理

東書 301

2 化基

東書 301

2 化学

東書 301

2 生基

東書 301

2 生物

東書 301

183 地基

第一 305

104 物基

数研 307

50 保体

大修館 302

色の配色は色数を抑え、
色の濃淡で表現されてい
る。

構成・分量ともに適切で
ある。

色の配色は色数を抑え、
色の濃淡で表現されてい
る。

物理
2
3

数学Ⅲ 3

例・例題、問、節末問題、章末問題と段階
的に無理なくレベルアップできる。問は
例・例題と同レベルの問題を扱い、基礎
的・基本的な知識が定着するのに役立つ。
参考・発展の内容も充実している。

図や表が効果的に使用さ
れており、本文の理解を
助けている。

色の配色は色数を抑え、
色の濃淡で表現されてい
る。

数
学

数学Ａ 1

数学Ⅱ

色の配色は色数が豊富
で、見やすさも研究され
ている。数学Ｂ

2
3

例・例題、問、節末問題、章末問題と段階
的に無理なくレベルアップ・指導できる。
問は例・例題と同レベルの問題を扱い、基
礎・基本的な知識が定着するのに役立つ。
また、発展的な内容も充実している。

各ページの頭の項目を統
一することで、より学習
に際した見やすさにな
る。

構成・分量ともに適切で
ある。

基礎から応用まで、幅広く学習できるよう
に構成されている、また、発展的学習内容
も豊富であり、幅広い学習ができる。

各内容の分量とその配分
は適切である。

理
科

例・例題、問、節末問題、章末問題と段階
的に無理なくレベルアップできる。問は
例・例題と同レベルの問題を扱い、基礎
的・基本的な知識が定着するのに役立つ。
課題学習も扱いやすい。

構成・分量ともに適切で
ある。

2

例・問、例題、参考問題、練習問題と段階
的に無理なくレベルアップできる。問は例
と同レベルの問題を扱い、基礎的・基本的
な知識が定着するのに役立つ。例題で少し
レベルアップをはかっている。

構成・分量ともに適切で
ある。

例・例題、問、節末問題、章末問題と段階
的に無理なくレベルアップできる。問は
例・例題と同レベルの問題を扱い、基礎
的・基本的な知識が定着するのに役立つ。
参考・発展の内容も充実している。

図表は、非常に効果的に
使用されている。

色の配色は色数を抑え、
色の濃淡で表現されてい
る。数学Ⅰ 1

文字の大きさ、字間、行
間、書体などは適切であ
る。重要単語(太字)に必
ずルビがふられている。

化学基礎 1

基礎から応用まで、幅広く学習できるよう
に構成されている。また、実験・観察、探
求などが内容、分量ともに適切である。

各内容の分量とその配分
は適切である。

記号や計算単位などの使
用が適切である。また図
表なども効果的に使われ
ている。

化学
2
3

発展的な内容にも触れており、生徒の興味
関心を引き出すことにつなげることができ
る。教科書内の問の解説が非常に丁寧であ
る。

各内容の分量は適切であ
り、配列もわかりやす
い。

図や表が効果的に使わ
れ、簡潔な表現になって
いる。

生物基礎 2

説明が丁寧であり、図版は大きく見やすい
構成になっている。生徒の理解を促進する
工夫がなされている。

図や表が適切に使用され
ており、わかりやすい。
各内容の分量も適切であ
る。

文字の大きさ、字間、行
間、書体なども適切であ
る。重要単語(太字)に必
ずルビがふられている。

生物 3

基礎・基本に沿いつつ、発展的な内容まで
盛り込んでいる。また、図版を豊富に用い
て、生徒の理解を促進する工夫がなされて
いる。

各内容の分量は豊富であ
る。基礎的学習と発展的
学習の使い分けもでき
る。

見開きのカラー写真やグ
ラフを多く使っていて、
自身の考えを記入する頁
が確保されている。

高等学校　地学基礎 3

説明は簡潔にまとめられていて取り組みや
すい。分量や学習内容の配列も工夫がみら
れる。

各内容の配列や分量が適
切である。

図や写真が非常に多く、
効果的に使われている。

物理基礎 1

見やすいようにページが割り振られてい
る。説明が簡潔である。また、問題が豊富
で、解説等も簡潔にかつ理解しやすくなっ
ている。

内容が系統的に配列さ
れ、分量も適切である。

保
健
体
育

最新高等保健体育
1
2

基礎的な学習内容がしっかりとおさえられ
ている。項目の入りで、何ができるように
なればよいかを明確に提示している。

基本、１単元が２頁の見
開きで構成されている。
（重点項目については、
４頁）課題学習が充実し
ていて、実生活の中で実
践していけるよう構成さ
れている。
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発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

　　　　　　　平成２６年度使用教科用図書採択選定一覧表

 川崎市立高津高等学校 （ 全日制 ）

科
分

教
区

教　科　書　名
使用
学年

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

89 音Ⅲ

友社 005

27 音Ⅱ

教芸 303

27 音Ｉ

教芸 303

116 美Ⅲ

日文 004

116 美Ⅰ

日文 302

116 美Ⅱ

日文 302

6 書Ⅲ

教図 006

6 書Ⅰ

教図 302

6 書Ⅱ

教図 302

9 オⅠ

開隆堂 022

19 英Ｗ

開拓 030

50 英Ｒ

大修館 031

2 英Ⅱ

東書 039

芸
術

外
国
語

Power On
EnglishⅡ

EXPRESSWAYS
Advanced EditionⅠ

3

世界の様々な分野の題材を扱い、生徒が興
味・関心を持って読めるように構成されて
いる。また、単語や構文も標準的なものが
扱われている。

見開き構成で題材内容、
言語材料が参照しやす
い。各課の例文や練習問
題がやや少ないが、話
す・書く等の活動がしや
すい構成になっている。

語句の説明が本文のすぐ
横、また下にあり見やす
い。

NEW ACCESS
to English Writing
New Edition

3

文法ごとにレッスンがまとめられており、
系統だてて学習することができる。文法事
項は必要最低限におさえられているが例文
の量は十分である。

見開き２ページで見やす
くまとめられている。問
題の量も十分である。

イラストが例文理解の助
けとなる。印字も見やす
い。

Genius
English Reading
Revised

3

本文のトピックが歴史・心理・ジェン
ダー・科学・環境問題など豊富で、生徒の
知的好奇心を高めるものが多い。

本文以外の英文も多く掲
載されており、生徒が触
れる英文量としては豊富
である。

写真やイラストの使用が
適度であり、集中して英
文を読むことができる。

書 Ⅱ 2

書と周辺文化の歴史等が年表、写真資料と
共に掲載されていて書道史全般が理解しや
すい。篆書（甲骨・金文・大篆・小篆）隷
書（八分・古隷・木簡）から草書、行書、
楷書と書体の変遷を順に配列され古典の内
容、図版も美しく原寸大で掲載されていて
良い。

漢字の書は時代変遷順に
構成され仮名の書漢字の
書と扱いやすい。資料も
豊富で印刷、装丁も非常
によい

書道専門用語、難読語に
ルビがふられており、古
典資料にも大意があるの
で理解しやすい。

3

生徒が教室で活動しやすいように各レッス
ン内容が構成されているので、ペア・グ
ループワークなどもしやすい。Standard
Editionよりも難易度が高く、表現する力
を身に付けられるように各レッスンの内容
が充実している。

各レッスンごとにリスニ
ングやスピーキング練習
等、活動別にわかりやす
くまとめられていて学習
しやすい。

イラストが英文理解の助
けとなっている。印字も
見やすい。

書Ⅲ 3

漢字・仮名の古典が豊富に掲載されてお
り、臨書をするのに学習しやすい。釈文や
大意もわかりやすく古典への理解の一助と
なっている。漢字仮名交じりの作品も表現
について理解しやすいものが取り上げられ
ている。

縦長の装丁でカラー図版
が多く、作品の持つ雰囲
気が伝わりやすい。古典
と共に書論が掲載され分
量的にも適当である。

豊富な古典資料に大意が
載っており理解しやす
い。また、専門的な言葉
にもルビがふられている
のでわかりやすい。

書 Ⅰ 1

書への誘い、書写から書道への導入部分が
スムーズで、古典が全編にわたり原寸サイ
ズで掲載されており印刷も鮮明である。漢
字・仮名の書に必要な内容が網羅されてお
り配列も適切である。漢字仮名交じり書
は、制作過程がわかりやすく掲載され用具
用材の表現の違いや構成例も充実してい
る。

幅の取らない装丁でカ
ラー図版が多く、作品の
持つ雰囲気が伝わりやす
い。構成・分量は適切で
ある。

書道専門用語、難読語に
ルビがふられており、古
典資料にも大意があるの
で理解しやすい。

高校美術１ 1

細部にいたるまで丁寧に解説がなされてお
り、時代や地域を踏まえて掲載されてい
る。

印象に残るように構成の
仕方に工夫が見られてい
る。

図版や写真に載せられて
いる表現が読みやすい。

高校美術２ 2

題材の理解が深まるとともに、表現や鑑賞
の参考となる。制作プロセスの図解による
解説が充実している。

主題に応じた適切な作例
が示されていてわかりや
すい。年表などの構成に
も配慮が見られる。

わかりやすい文章表記
で、現代的な魅力ある表
現になっている。

1

様々なジャンルからバランスよく教材が取
り上げられている。心の歌をポイントとし
て、幅広い音楽活動ができるように工夫が
図られている。

構成面での工夫がなさ
れ、発展的に学習できる
よう配列されている。

楽譜や表記分類など見や
すく、工夫されている。

高校美術３ 3

表現や制作への意欲に結びつくような鑑賞
の内容で構成されている。各分野の作品が
多く紹介されており、鑑賞や制作の資料と
しても活用しやすい。

構成やレイアウトが工夫
され、装丁もよくまとめ
られている。

図版が豊富で美しくその
配分も適切である。

美しい装丁で分量、配意
もよい。資料としての写
真や図が程よく配列され
ている。

楽譜が見やすく生徒が取
り組みやすい表現を工夫
している。

ＭＯＵＳＡ２ 2

歌唱、器楽、鑑賞、創作の各分野がバラン
スよく盛り込まれている。また親しみやす
い選曲にと、工夫が図られている。

楽譜、図、写真の配列に
工夫がなされ、見やすく
扱いやすい。

Ａ４サイズの大きさで、
レイアウトに工夫がなさ
れ、見やすくなってい
る。

改訂新版
高校生の音楽３

3

多様なジャンルからバランス良く扱われて
いる。選曲・編曲も工夫されており生徒が
主体的に活動しやすい。

ＭＯＵＳＡ１
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発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

　　　　　　　平成２６年度使用教科用図書採択選定一覧表

 川崎市立高津高等学校 （ 全日制 ）

科
分

教
区

教　科　書　名
使用
学年

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

17 コⅠ

教出 309

17 コⅡ

教出 309

183 英Ⅰ

第一 315

6 家庭

教図 020

7 家庭

実教 027

6 家庭

教図 052

7 家基

実教 304

7 情報

実教 033

7 社情

実教 303

7 情報

実教 306

外
国
語

NEW ONE WORLD
CommunicationⅡ

2

生徒の興味・関心に合わせた題材が扱われ
ている。本文の難易度も高くないので読み
やすく、学習内容も精選されており学びや
すい。

見開き構成でシンプルに
まとまられていて、文法
や例文がわかりやすく配
列されている。

写真やイラスト、図表等
の配置も適切である。英
文も読みやすい。

Vivid
English ExpressionⅠ

1

日常生活に身近なテーマで文法事項の導入
がなされている。基本的な文法事項の定着
を図り、平易な英文で自己表現ができるよ
う構成されている。

各課の文法事項を見開き
２ページで学習できるの
でわかりやすい。

各課の重要表現が大きく
目立つように書かれてい
るので見やすく、イラス
トや絵も適切に配置され
ている。

NEW ONE WORLD
CommunicationⅠ

1

多彩な題材を扱っており、生徒が興味・関
心を持って取り組め、学習内容も精選され
ており学びやすい。会話練習や英作文の活
動もあり、表現する力を身に付けられるよ
う構成されている。

見開き構成でシンプルに
まとまられていて、文法
や例文がわかりやすく配
列されている。

写真やイラスト、図表等
の配置も適切である。英
文も読みやすい。

情
報

家
庭

被服製作 3

被服製作のための基本的な内容が系統的に
取り上げられている。

実習例が多く、アパレル
にまで発展しており、学
習しやすい。

イラストがわかりやすく
用語もわかりやすく表記
されている。

家庭基礎
パートナーシップでつ
くる未来

2

基礎的な内容からCheck Upなど考えさせる
項目もあり、豊富な内容で充実している。

各章の巻末ごとに
WorldNoteとして視野を広
げる構成になっている。

全体的に図やイラストが
多く、興味が起きやすい
表記である。

発達と保育
育つ・育てる・育ち合
う

3

乳幼児の発達や生活、福祉など専門的な内
容も含まれており、興味が持ちやすく深め
られる内容である。

各項目ごとにイントロダ
クションをいれ、関心を
ひきやすい構成になって
いる。

抑えた色調であるが、グ
ラフ・図など具体的な表
現が多く、イラスト・写
真も豊富である。

高校社会と情報 1

学習指導要領の内容を整理分類し、50の
テーマに再構築されており、比較的レベル
の高い内容にも一部触れている。巻末にリ
ファレンス的に使える資料が掲載されてい
る。

学習指導要領の内容を50
のテーマに再構築してお
り、それを見開きにする
ことにより、わかりやす
い構成となっている。

普遍的で正確な表記がさ
れており、わかりやすく
表現されている。

新版フードデザイン
COOKING&ARRANGEMENT

3

栄養・食材の知識のみならず、調理科学内
容についても豊富であり、専門性が深めら
れる。

実習内容も食文化を取り
入れ、バラエティーに富
んだ充実した構成になっ
ている。

図やイラストなど興味を
持ちやすい表記をしてお
り、理解しやすい。

情報メディア 2

情報メディアにかかわる基礎的な知識と技
術を総合的に学ぶことができる。実際の新
聞記事や映像例を紹介してあり、情報メ
ディアに関し身近に感じ学習を行うことが
できる。

内容が３章に分かれてお
り、メディアの基礎から
社会に及ぼす影響までを
幅広く扱っている。

メディアの特徴や情報モ
ラルに関し、挿絵を効果
的に使い、わかりやすく
表現されている。

Multimedia ＆
Communication　情報と
表現

3

３章で構成されており、１章で概念を、２
章と３章で実践的な内容を盛り込んでい
る。口絵以外は白黒であるが、イラストや
写真が多く使われており暗いイメージはな
い。

巻末に重要用語と解説が
載っていたり、各ページ
にOne Pointのコラムがあ
りわかりやすい。

白黒ではあるが、イラス
トや写真等をふんだんに
使いわかりやすく表現さ
れている。
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発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

15 国総

三省堂 307

17 国Ⅰ

教出 009

183 現文

第一 048

17 講読

教出 015

2 地Ａ

東書 301

46 地図

帝国 302

2 世Ｂ

東書 012

2 日Ｂ

東書 003

7 現社

実教 303

2 数Ⅰ

東書 303

2 数Ⅱ

東書 303

7 数Ｂ

実教 305

2 数Ａ

東書 023

 川崎市立  川崎　高等学校 （ 定時制 ）

国
語 版が大きく、活字も大き

くて見やすくわかりやす
い。

わかりやすい表現をして
いる。

国語表現Ⅰ 改定版

使用
学年

内　　　　　　容
科
分

教
区

教　科　書　名

4

内容はオーソドックスでしかも平易であ
る。生徒が取り組みやすい。高等学校　改定版　新

編現代文

新古典名文選　古典講
読

3

読みやすい、わかりやす
い表現をしている。

　　　　　　　平成２６年度使用教科用図書採択選定一覧表

精選国語総合
1
2

主体的に生きるための教材で、内容はオー
ソドックスで、指導がしやすく、偏るおそ
れがない。

充分な厚さである。装丁
には夢がある。

構成・分量・装丁 表記・表現

見開き構成を基本にして
使いやすい。

わかりやすく工夫した表
現をしている。

内容は平易で実生活に即して使いやすい。
内容は系統だって組み立てられている。

構成に工夫がみられ、授
業展開がしやすい。

わかりやすく工夫した表
現をしている。

3
4

教材が古文・漢文ジャンルごとに編成さ
れ、かつテーマごとにまとめられているの
で取り組みやすい。古文・漢文ともに、わ
かりやすさ親しみやすい作品が並ぶ。

色鮮やかで見やすく、文
章表現は平易でわかりや
すい。

日本だけでなく、世界の
詳細な地図がまとめら
れ、情報量も充実してい
る。

色鮮やかであり、情報が
整理され理解しやすい。

写真、図表等の資料構成
がよく工夫されている。
分量は適切である。

文字の大きさや書体につ
いては読みやすく、表現
の仕方も平易でわかりや
すい。

写真、図形等の資料が豊富で充実してい
る。わかりやすくまとめられていて、生徒
の興味をひく内容になっている。

地
理
歴
史

地理Ａ 2

全般的な内容を網羅しながらも、テーマご
とに発問形式の工夫がされている。各単元
の導入が工夫され、写真・図版・統計資料
が充実している。

新詳高等地図

図版資料が豊富で、作業
課題も充実している。

2

図形や写真が豊富であり、統計資料も充実
し、授業で活用しやすい。

新選世界史Ｂ 3

新選日本史Ｂ 4

精選された基本的事項を中心にしてわかり
やすく説明されている。基礎的・基本的な
事項の取り扱いが適切で、生徒も理解しや
すい。

新数学Ⅰ
1
2

既習内容との関連もつけながら、具体例に
よる内容の説明があり、例や例題と同じ型
の問で定着が図られるようにしてある。

歴史の大きな流れがつか
めるように構成されてい
る。分量と配列が適切に
まとめられている。

図版が豊富に使われ、内
容が理解しやすい。文章
の表現が平易でわかりや
すい。

Ｂ５版　166頁
数学Ⅰの学習に必要な中
学校までに習った計算の
復習を、１章の前に配置
してある。

重要事項の枠囲みのバッ
クに色をふせ、例・例題
の区切りが分かるように
するなど工夫されてい
る。

Ｂ５版で使いやすい。
「例題」や「問い」の量
も適切である。

色刷りで平易なことばを
用いており、文字の大き
さも適切で読みやすい。
イラストが豊富で、理解
しやすい工夫がされてい
る。

重要事項の枠囲みがはっ
きりしている。また、色
使いについても、適度で
見やすい表記となってい
る。

Ｂ５版　134頁
学習内容を着実に定着す
るため、例や例題を参照
して解ける問題で構成さ
れている。

工夫した図、大きな図、
見やすい図を配置し、学
習に入りやすいようにし
てある。

4

中学校の学習内容との関連性を重視した内
容となっており、取り組みやすい。本文の
説明内容が丁寧で理解しやすい記述であ
る。ポイントがカラーで図式化されてお
り、学習しやすい工夫が随所でなされてい
る。

3

既習内容との関連をつけながら、具体例に
よる内容の説明を行い、例や例題と同じ型
の問で定着を図るようにしてある。

Ｂ５版　182頁
例・例題の区切りがわか
るようにしたり、グラフ
や図・表に色分けによる
表現をしているなど、わ
かりすい構成になってい
る。

高校数学Ｂ 3

基礎・基本の徹底理解を図っている。また
２つの内容を左右で対比させて、違いや同
じ点を一目でわかるようにしてある。

生徒に理解されやすい表
現となっている。図表、
カラー写真、地図などが
豊富に取り入れられてい
る。

新数学Ⅱ

公
民

最新現代社会 1

現代社会の動向や課題を、生徒にわかりや
すく理解させるような、具体的事例が豊富
である。グラフや写真の資料が大変適切に
配置されている。

学習内容の分量が生徒の
学力に適している。基本
的な事項をしっかりおさ
えており、高校での学習
の入門書として、指導し
やすい。

数
学

新数学Ａ
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発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

 川崎市立  川崎　高等学校 （ 定時制 ）

使用
学年

内　　　　　　容
科
分

教
区

教　科　書　名

　　　　　　　平成２６年度使用教科用図書採択選定一覧表

構成・分量・装丁 表記・表現

183 科人

第一 304

183 化基

第一 312

7 生基

実教 303

2 物Ⅰ

東書 002

2 生Ⅰ

東書 014

50 保体

大修館 302

27 音Ⅰ

教芸 304

116 美Ⅰ

日文 303

6 書Ⅰ

教図 302

27 音Ⅰ

教芸 009

38 美Ⅰ

光村 004

6 書Ⅰ

教図 010

書　Ⅰ 4

漢字仮名交じり書の創作手順がわかりやす
い。仮名の書では、多くの古典作品が掲載
されており、創作の手順がわかりやすく解
説されている。古典が原寸大で掲載され、
用筆の解説も理解しやすい。

縦長の装丁でカラー図版
が多く、作品の持つ雰囲
気が伝わりやすい。古典
の作品と共にスケールで
年号なども添えられてお
り理解しやすい。

書道専門用語、難読語に
ルビがふられており、古
典資料にも大意があるの
で理解しやすい。篆書の
筆順もわかりやすく示さ
れている。

芸
術

美術１ 4

デザイン、美術の分野から幅広くテーマを
設定しており、東洋、西洋、平面、立体な
ど作品選択が的確である。題材設定が良
く、生徒が興味・関心をひく構成となって
いる。また、現代美術の作品も豊富に紹介
されていて、美術界の新しい動向を積極的
にも触れている。

テーマが系統的にわかり
やすくまとめられてお
り、色、形などの造形要
素から、表現技法まで順
序良く構成されている。
装丁も美しく、開きやす
く丈夫である。

図版の質、量、大きさは
テーマに沿った理解を促
すに十分である。文章解
説がわかりやすく適切
で、かつ写真が大変美し
い。テーマや構成に工夫
があり、美術作品の鑑賞
に適している。

高校生の音楽　１ 4

様々な音楽をバランスよく取り上げてい
る。また、幅広い音楽活動に対応できるよ
う、各領域にわたり教材が配置されてい
る。親しめる選曲で各ジャンル別にバラン
ス良く配置されており、高校生に親しみや
すい。

全体の構成がしっかりし
ている。変化に富み学習
者の関心を惹きつける構
成になっている。分量が
丁度良い。装丁が美し
い。

説明は必要事項を簡潔・
丁寧に記されており、生
徒に理解し易く工夫され
ている。

理
科

大判で図や写真がカラー
で見やすく、理解を深め
る構成となっている。

高校物理の内容を可能な
限り平易に扱い、生徒が
学習しやすいように工夫
されている。

高等学校　科学と人間
生活

1

基礎的・基本的な内容がしっかりと定着で
きるよう各章の展開がわかりやすい内容に
なっている。

各内容の分量は適切であ
る。

平易な文章であるが、内
容は過不足なくわかりや
すい。図も適切である。

高等学校　新化学基礎 3

各章の独立性が高く、授業での工夫がしや
すい内容となっている。図表が豊かであ
り、わかりやすい。

最新高等保健体育
1
2

図表が簡潔でわかりやすく、見やすくなっ
ている。見開き２ページを原則としている
が、高校生に特に身近な項目（飲酒、喫煙
等）は４ページに拡大し内容が充実してい
る。

歌唱と器楽の表現領域や鑑賞領域に関し、
幅広く教材を選べるようになっている。
様々のジャンルからバランス良く扱われて
いる。親しみやすい曲や資料が多く興味の
わく内容である。

基本的な内容を中心に展開されているが、
重要な内容を平易・簡単な文章で説明して
おり理解しやすい。

新編物理Ⅰ 4

中学校の理科との関連性を重視し、物理の
基礎・基本的事項が理解しやすい。

2高校生物基礎

文章の割り付けが適切で
ある。

分量が適切で構成も適切
である。

文章表記が適切で、太字
の強調も見やすい。

図版が豊富で見やすく構
成されている。解説が充
実している。テーマが系
統的にわかりやすくまと
められており、装丁も美
しい。

文章による説明や、作品
の詳しい解説が豊富であ
る。図版の大きさやレイ
アウトがわかりやすく適
切でよい。

図が大きくてわかりやすい。

内容バランスがよく配列
されている。曲や資料の
分量が豊かで、生徒が選
択しやすい。

楽譜が大きく見やすく、
生徒が自主的に取り組み
やすい表現になってい
る。

内容が系統的に組織され
ている。

保
健
体
育

新編生物Ⅰ 4

高校生の音楽１

Art and You 創造の世
界へ

1

制作プロセスがわかりやすく説明されてい
て、取り組みやすい。基礎・基本に沿った
わかりやすい構成になっている。解説の文
章も理解しやすくまとめられている。図版
が美しく、構成に工夫が見られる。適所に
文章による詳しい説明があり、美術作品の
鑑賞に好適である。

1

五書体、仮名、実用書の
分量が均一である。

カラー版で、親しみやす
く、説明が丁寧である。

書　Ⅰ 1

古典から創作へと表現のバリエーションが
広く、学びやすい。

各章ごとに要点をまとめ
るページがあり、学習内
容を確認しやすい構成と
なっている。

簡潔に順序立てて説明さ
れており、内容・分量と
もに適切である。

平易な文章であるが、過
不足なくわかりやすい。
また、図や写真が効果的
に記載されている。

平易な文章であるが、内
容は過不足なくわかりや
すい。実験の図や写真が
多く効果的に記載されて
いる。
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発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

 川崎市立  川崎　高等学校 （ 定時制 ）

使用
学年

内　　　　　　容
科
分

教
区

教　科　書　名

　　　　　　　平成２６年度使用教科用図書採択選定一覧表

構成・分量・装丁 表記・表現

15 コⅠ

三省堂 308

15 英Ⅱ

三省堂 045

15 英Ⅱ

三省堂 046

7 家庭

実教 044

2 社情

東書 301

大判で、写真・イラスト
が多く、親しみやすい。

平易で基礎的な表現が使
われている。余白をうま
く生かしている。

VISTA English
Communication Ⅰ

1
2

題材を精選し、生徒の興味を引くよう工夫
が凝らされている。文法事項についても平
易なものから難易度の高いものへと学習し
やすいよう工夫がうかがえる。

外
国
語

大判で写真や図、表が多
く、親近感のわく内容構
成となっている。

短く平易な文が使われて
おり、生徒が学習しやす
いよう、工夫がうかがえ
る。

大判で、写真・イラスト
が多く、親しみやすい。

平易で基礎的な表現が使
われている。余白をうま
く生かしている。

社会と情報 2

基礎的・基本的な内容が充実しており、生
徒の習熟度に合わせて難易度を調整でき
る。説明にふさわしい図や写真を多く使用
しており、理解を深められる。

VISTA English Series
Ⅱ Step One New
Edition

VISTA English Series
Ⅱ Step Two New
Edition

4

Step Oneに引き続き、平易な英文で、現代
的なテーマを取り上げ、文法事項に配慮し
ながら、生徒の学習を深化させようとする
工夫が見られる。

3

内容がバラエティに富ん
でおり、構成も理解しや
すい。図・写真などわか
りやすい説明で文章との
バランスがよい。

文字の大きさも適当で、
表などの説明も理解しや
すい。

実習と理論に大きく分か
れていて内容もリンクし
ているため、どちらかに
偏ることなく授業を展開
できる。

各説明項目ごとに色分け
や行間が工夫されていて
非常に見やすい。

家
庭

新家庭基礎21 3

具体的な例を取り上げており、日常生活に
活用しやすいので興味深く学習に取り組め
る。実習内容が短時間でできることが魅力
的である。現代の状況にあわせた内容で、
カラーとモノクロのバランスもよく、理解
しやすい。

情
報

平易な英文で、現代的なテーマを取り上
げ、文法事項に配慮しながら、生徒の学習
を深化させようとする工夫が見られる。
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発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

2 国Ⅰ

東書 001

2 古典

東書 026

183 現文

第一 048

2 国総

東書 301

7 世Ａ

実教 303

46 地図

帝国 010

46 地Ａ

帝国 013

183 倫理

第一 016

183 政経

第一 025

183 現社

第一 312

2 数Ⅰ

東書 303

183 数Ⅱ

第一 036

2 理基

東書 001

183 化Ⅰ

第一 025

7 科人

実教 301

7 生基

実教 303

国語表現Ⅰ
3
4

各ページの上段にキーワード、下段に「学習
活動」という指針が示されており、生徒の主
体的な学習を身につけるものとしては適して
いる。

構成・分量ともに適切で
ある。装丁は教科書とし
ての明るさがある。中身
は過度にカラフルでない
のが良い。

資料が横書きで収められ
ているなど、現代の生徒
にとっては親しみやす
い。

　　　　　　　平成２６年度使用教科用図書採択選定一覧表

科
分

教
区

教　科　書　名
使用
学年

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

 川崎市立  商業　高等学校 （ 定時制 ）

国
語

新編古典
3
4

本校のカリキュラムに照らして理解しやすい
内容になっている。

構成・分量ともに適切で
ある。表記がわかりやす
く学習しやすい。

参考図録がわかりやすく
授業に活用しやすい。

テーマごとに見開きの構
成となっており、わかり
やすい。

地図や写真が色彩豊かに
もりこまれており、理解
しやすい。

高等学校　改訂版
新編現代文

新版世界史Ａ 2

各時代の特徴をわかりやすく、表記してい
る。また、テーマにそって考えさせる内容が
もりこまれており、歴史への興味・関心がわ
く内容となっている。

3
4

近現代の文章がバランスよく収められてい
る。また、「文学の誘い」というコラムは、
生徒の読書意欲を喚起するにはとても適した
内容となっている。

構成・分量ともに適切で
ある。判が大きくて見や
すい。

イラスト・写真などが適
度に盛り込まれている。

新編国語総合
1
2

小説は近代と現代からバランス良く取り上げ
られている。韻文は定番と言われる作品が収
められている。また、古文・漢文もオーソ
ドックスなものが多く親しみやすい。

構成・分量ともに適切で
あり、装丁も落ち着いた
明るさがあってよい。

イラスト・写真などは多
くなく落ち着いた作りに
なっている。

詳細でわかりやすい。図
表が豊富である。

構成・分量ともに適切で
ある。

平易な表現でわかりやす
い。

小単元ごとにまとまって
いるので、わかりやすい
構成である。

色彩を豊富に用いて、わ
かりやすい表現方法を
とっている。

新詳高等地図　初訂版 3

地理の分野をこえて多角的に、地図と統計を
組み合わせた内容になって工夫している。

テーマについて、考えさ
せる構成になっている。

図・表・写真が豊富に掲
載されている。

高等学校　新地理Ａ
初訂版

3

写真や図が多く使用され、見開きで内容がま
とめられている。基礎から発展的な内容まで
もりこまれている。

高等学校　改訂版　倫
理

高等学校　改訂版
新政治・経済

4

基本的な内容を丁寧にまとめている。ワンポ
イントや脚注の使い方が工夫しているので、
学習しやすい。

4

思想家の略伝・エピソード・ことばを多く記
載し、生徒の興味・関心を高めることができ
る内容である。

構成が適切であり、分量
が豊富である。

図・表・写真が豊富に掲
載されている。

構成・分量ともに適切で
ある。

色使いや表現に統一性が
ありわかりやすい。

内容が系統的に配列され
ている。

文字・図・写真の多く採
り入れられわかりやす
い。

高等学校　新現代社会 1

テーマごとに考えさせる身近な話題をファイ
ルやトピックにまとめている。基本を重視し
た内容でわかりやすい。

構成・分量ともに適切で
ある。

公式や各種性質等の強調
表現に統一性があり、わ
かりやすい。

新数学Ⅰ
1
2

すべて見開きページでまとめられてあり、授
業をすすめやすい。基本を重視しており、内
容がよく整理されている。

高等学校　新数学Ⅱ

高校生物基礎 2

図を大きく、かつシンプルにすることで、非
常に見やすく理解もしやすい。各章の最後に
は、その章をまとめた内容と、確認問題がつ
いており内容を整理しやすい。

3
4

基礎・基本を重視しており、内容が整理され
ている。わかりやすい表現である。

内容が最近のテーマや身
近な話題を盛り込んでい
る。

理科基礎
自然のすがた・科学の
みかた

3
4

学習領域の偏りがなく学習しやすい内容に
なっている。

構成・分量ともに適切で
ある。

地
理
歴
史

公
民

数
学

理
科

表記が適切であり、理科
の基礎学力の養成に向い
ている。

高等学校　改訂　新化
学Ⅰ

4

化学反応式や重要事項などは違う色で囲むこ
とで、その内容が重要であると一目でわかる
ようになっており、非常に見やすくなってい
る。

内容が系統的に配列され
ており、分量も適切であ
る。

記述内容の表現が適切で
ある。

科学と人間生活
1
2

科学の歴史から入ることにより、今の科学が
どのようにつくられてきたのかを理解し、内
容にはいることができるようにしている。

身近な事柄を多く取り上
げ、興味をひくような内
容である。

興味をひく事柄が効果的
に示されている。
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発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

　　　　　　　平成２６年度使用教科用図書採択選定一覧表

科
分

教
区

教　科　書　名
使用
学年

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

 川崎市立  商業　高等学校 （ 定時制 ）

50 保体

大修館 301

116 美Ⅰ

日文 006

2 書Ⅰ

東書 008

27 音Ⅰ

教芸 009

15 オⅠ

三省堂 023

2 コⅠ

東書 301

205 コ基

三友 301

6 家庭

教図 041

116 社情

日文 306

7 商業

実教 036

7 商業

実教 040

7 商業

実教 042

7 商業

実教 044

7 商業

実教 045

7 商業

実教 301

主題に応じた適切な作例
が示されていてわかりや
すい。

製作過程が具体的に説明
されており、役に立つ。

構成内容がバランスよく
配置されている。１単元
が２頁で構成されてお
り、まとめやすい。

側注資料などが豊富であ
り、内容を理解しやす
い。自分の生活から問題
を見つけるような表記も
あり、関心を引き出しや
すい。

保
健
体
育

現代高等保健体育

美・創造へ１ 3

様々なジャンルを取り上げて造形表現の豊か
さに触れ、理解しやすい内容になっている。
また、素材を生かして表現する技法がわかり
やすく提示されている。

1
2

学習指導要領に示された内容をバランスよく
扱っている。生徒自ら健康や、スポーツライ
フについて考え判断できるよう内容を工夫し
てあり、生徒に課題意識をもたせやすい。

芸
術

美しいカラー版で、親し
みやすい。説明がわかり
やすく丁寧である。

各単元の表記の分量が良
い。授業の進行に適して
いる。

わかりやすく説明されて
いる。

各課の構成・分量のバラ
ンスがよく、英語に苦手
意識を持った生徒にとっ
ても負担が少ない。

平易で理解しやすい表現
が多く、写真やイラスト
がふんだんに使用されて
おり、興味を引く。

書道Ⅰ 3

色彩の豊かさが書の楽しさを暗示し、親しみ
やすい印象を与える。漢字仮名交じり書を冒
頭に配置することで、中学書写からの自然な
連携が図られている。また学習の流れが明確
で、学びやすい。

ステップ式指導法を使用
しており、パターン化さ
れている。構成・分量・
装丁とも適切である。

基本表現を最初に掲示
し、写真・イラストなど
も見やすく、平易な表
記・表現である。

高校生の音楽　１ 3

各ジャンルのバランスが良い。単元と学習
内容の表記がわかりやすい。

SELECT Oral
Communication Ⅰ
New Edition

All Aboard
Communication
English Ⅰ

2

基礎的・基本的な事項をまとめている。三人
称という語も使わずに説明するなど従来と異
なった説明をしている。

3

listeningからspeakingへとスムーズにかつ効
果的に含み幅を広げ、無理なくペアワーク等
ができるように工夫されている。

漢字の各書体、仮名、実
用書の分量がバランスよ
く配されている。

家
庭

新家庭基礎　ともに生
きる,くらしをつくる

3

高校生にとって、身近な内容、暮らしに役立
つ内容が充実しており、生徒の興味関心を惹
き、また、実習についても分かりやすい内容
である。

情
報

社会と情報

高校簿記　新訂版
3
4

基礎的・基本的内容が充実しており、図表に
よる解説も詳細でとても良い。記帳方法も詳
細に記述され、学習に適している。

2

基礎・基本を確実に取り扱うとともに、積極
的に新しい技術や考え方、ソーシャルメディ
ア等のインターネット上のサービスも取り上
げ、資料性が高められている。

4

学習指導要領に示されている目標や内容に
沿っており、適切なものが取り上げられてい
る。

デザイン分野は全ページ
がフルカラーで色彩面も
配慮している。

英語学習のやり直しがで
きるように、カナ表記を
採用している。

口絵に家庭科の目標を掲
げ教科の目標や教科書の
構成がよくわかる。

図表、写真などが適宜掲
載されており、内容の理
解を深めることができ
る。

単元ごとの関連性がわか
りやすく、内容分量とも
に適量である。

わかりやすい図や写真が
あり、イメージしやすい
ように工夫されている。

JOYFUL English
コミュニケーション英
語基礎

1

文章が平易で読みやすく、聞く・話す・読
む・書くの基本を、具体的な作業を通して身
につけさせる工夫がしてある。

構成や分量も適切であ
る。

表現も平明で、本校の生
徒に適切である。

分量が適切で、復習でき
る時間が確保できるよう
になっている。

商業技術　新訂版
3
4

実際のビジネス社会で用いられる文書や例、
技術、技法が数多く紹介されており、特にパ
ソコンの操作画面や珠算の盤面などの視覚か
らも学習できるように配慮されている。

検定試験の上位級にも対
応できる構成である。

わかりやすい図が多く、
イメージしやすいように
工夫されている。

高校会計　新訂版 4

外
国
語

商業活動を広く取り上げ
ており、内容が理解でき
るよう工夫されている。ビジネス基礎 1

デザインや挿絵に工夫があり親しみやすい。
用語の解説や資料等がわかりやすい。学習を
進めるうえで適切な内容である。

株式会社会計の深い知識や高い技術の内容が
記載されている。図表による解説も詳細でと
ても良い。記帳方法も詳細に記述され、学習
に適している。

ビジネス情報　新訂版

商
業

分量としては問題はな
い。豊富な資料があるが
構成が工夫されておりわ
かりやすい。

フルカラーの項目も多
く、生徒が視覚からでも
学習できる工夫がされて
いる。

段階的な学習ができる配
列であり、内容分量とも
に適量である。

用語に読みがな（ルビ）
がついており、文章表現
がやさしくなっている。

判例等が適切に配置され
ており適切である。

平易な文章表現で、高校
３年生向けの教材として
適切である。経済活動と法　新訂版

3
4

豊富な図解や具体的判例の紹介により、容易
に理解できる内容である。
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発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

　　　　　　　平成２６年度使用教科用図書採択選定一覧表

科
分

教
区

教　科　書　名
使用
学年

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

 川崎市立  商業　高等学校 （ 定時制 ）

7 商業

実教 307

190 商業

東法 311

190 商業

東法 314

分量としては問題はな
い。わかりやすい資料が
あり構成が工夫されてい
る。

帳簿記入の内容が理解で
きるよう工夫されてい
る。

分量としては問題はな
い。学習内容の構成に工
夫がみられる。

資料がみやすくわかりや
すい。デザインに親しみ
やすさがあり興味関心を
引き出す。

分量としては問題はな
い。内容の構成に工夫が
みられる。

文章表現がやや多く内容
が適切である。

高校簿記 2

デザインや挿絵に工夫があり、企業会計に関
する内容がわかりやすい。用語の解説や資料
等がわかりやすい。学習を進めるうえで適切
な内容である。

情報処理

ビジネス実務
1
2

デザインや挿絵に工夫があり、ビジネス実務
に関する内容がわかりやすい。用語の解説や
資料等がわかりやすい。学習を進めるうえで
適切な内容である。

2
商
業

単元ごとのポイントとなる関数を中心に、丁
寧に説明されている。また、題材も身近なも
のを多数取り上げているので適切である。

30



発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

218 国Ⅰ

京書 011

218 国Ⅱ

京書 009

15 国総

三省堂 308

183 日Ａ

第一 014

183 世Ａ

第一 019

46 地図

帝国 303

7 現社

実教 303

2 数Ⅰ

東書 303

7 数Ⅰ

実教 306

183 数Ⅱ

第一 036

7 数Ⅱ

実教 306

7 物基

実教 303

7 科人

実教 301

50 保体

大修館 301

89 音Ⅰ

友社 305

使用
学年

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

 川崎市立  川崎総合科学　高等学校 （ 定時制 ）

　　　　　　　平成２６年度使用教科用図書採択選定一覧表

国語表現Ⅰ　改訂版 3

内容面が系統的で、例文も多く使いやす
い。資料が豊富で役に立つように工夫され
ている。付録資料が実用的で使いやすい。

本が大きめで見やすい。
厚さはうすく使いやす
い。装丁は、シンプルで
落ち着いている。

口絵のカラー写真が、興
味をひく。全体的に落ち
着いた色調である。文字
も見やすい。

科
分

教
区

教　科　書　名

国
語

明解国語総合

地
理
歴
史

Ａ５判になって小さく
なったが、イラストや写
真などで見やすさを補っ
ている。装丁の色調が淡
く目に優しい。

カラー写真やイラストが
大きく美しい。文字は小
さくなったが、見やすい
ようにレイアウトなどを
工夫している。

国語表現Ⅱ　改訂版 4

まとまりをもち、系統だっているのでわか
りやすい。巻末の付録が実用的で使いやす
い。

本の厚さはうすいが、分
量は適切で使いやすい。
装丁は、シンプルで落ち
着いている。

字体が大きくすっきりし
ていて見やすい。項目が
整理され学びやすい。

「人物クローズアッ
プ」、「エピソード」な
どのコラムが豊富であ
る。

記号や漢字の使用が適切
である。高等学校　改訂版　日

本史Ａ　人・くらし・
未来

3

日本近現代史の基礎から発展的な内容まで
適切に、わかりやすく記述されている。

1
2

内容がバランス良く配置されている。新課
程用になり内容が以前より充実している。
様々な表現活動やコラムが多く入っている
ので興味がひかれやすい。

高等学校　改訂版　世
界史Ａ

4

世界の近現代史の基礎から発展的な内容ま
で適切に、わかりやすく記述されている。

内容が適切に構成されて
いる。

全体的に生徒が理解しや
すい表現となっている。

標準高等地図
-地図でよむ現代社会-

1
2

学習指導要領に則した適切な内容である。
画像・図版共に充実している。

「日本とのつながり」、
「現在とのつながり」な
どのコラムが豊富であ
る。

記号や漢字の使用が適切
である。

現代社会分野が適切な構
成・分量となっている。

社会問題の内容が適切に
配置されており、生徒の
興味をひく表現となって
いる。

B5判で文字も大きく、分
量も薄くコンパクトにま
とまっている。

図や色印刷が適度で、か
つメリハリがあり見やす
い。

公
民

最新現代社会

新数学Ⅰ 1

中学校の復習や、基礎的・基本的事項の理
解や習得に役立つように配置されている。
また、取り扱っている内容も生徒の実態に
即した平易な内容になっている。

1
2

現代社会の現状や課題などについて、生徒
の興味・関心をひくような、具体的な事例
を豊富に取り入れている。

数
学

各単元の配置が、生徒の理解しやすいよう
な配列になっている。扱っている内容も生
徒の興味や関心を高めるような教材で、わ
かりやすい。

B5判で文字も大きく、簡
潔にまとまっている。丈
夫かつ見開きしやすい。

公式要点がはっきりして
いて見やすい。文章・
式・図の配列がゆったり
している。

高等学校　新数学Ⅱ 4

各単元が少ないページ数でコンパクトにま
とまっている。例題と解法が数多く取り入
れられてていて、理解しやすいように工夫
されている。

理
科

B5判で文字も大きく、簡
潔にまとまっている。丈
夫かつ見開きしやすい。

公式要点がはっきりして
いて見やすい。文章・
式・図の配列がゆったり
している。

B5判で薄いが、丈夫かつ
見開きしやすい。

図や写真が豊富で、色印
刷が適度で、かつメリハ
リがあり見やすい。

イラストや写真を多用
し、例題やその解説など
理解しやすいように努め
ている。

説明の中にわかりやすい
例なども書かれている。
グラフや図などが豊富
で、生徒の興味・関心を
ひく編集になっている。

高校数学Ⅰ 2

高校数学Ⅱ

物理基礎 3

内容がわかりやすい。実験が豊富で生徒の
関心を高めることができる。自然現象を物
理的に考察することを基本に、わかりやす
く解説されている。単元ごとに要点がまと
められており、学習しやすい配慮がされて
いる。

3

各単元の配置が、生徒の理解しやすいよう
な配列になっている。扱っている内容も生
徒の興味や関心を高めるような教材で、わ
かりやすい。

科学と人間生活 1

基礎的・基本的および発展的な内容の取扱
いが詳細で適切である。

保
健
体
育

現代高等保健体育
1
2

内容構成が適切で、資料等も充実してい
る。また、生涯を通じた健康やスポーツの
基礎的な事項が、わかりやすく記載されて
いる。生徒に多様な視点や課題意識をもた
せやすい。

芸
術

高校生の音楽１

各内容の分量と配分が適
切である。写真や図が多
く、全体の構成が適当で
ある。

文字の書体及び図版の印
刷が適切である。

内容の分量が適切であ
る。また、図版等も見や
すく、生徒の活用が期待
される。

文章・図版などの割付が
適切である。生徒が関心
を持ちやすく、活用もし
やすい。

構成、分量、装丁のいず
れについても申し分な
い。

表記・表現とも非常に優
れている。

4

選曲とその配置がよく、生徒に親しみやす
い内容である。各楽譜にコードネームがふ
んだんに記されており、和音の学習に有効
である。
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発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

使用
学年

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

 川崎市立  川崎総合科学　高等学校 （ 定時制 ）

　　　　　　　平成２６年度使用教科用図書採択選定一覧表

科
分

教
区

教　科　書　名

9 英Ⅰ

開隆堂 040

205 コ基

三友 301

2 コⅠ

東書 301

6 家庭

教図 041

7 工業

実教 014

7 工業

実教 015

7 工業

実教 021

174 工業

コロナ 025

7 工業

実教 030

7 工業

実教 053

174 工業

コロナ 055

154 工業

オーム 072

154 工業

オーム 073

174 工業

コロナ 085

174 工業

コロナ 087

7 工業

実教 301

7 工業

実教 307

工
業

製図 3

基礎的・基本的および発展的な内容で、文
章表現、用語などの使用が適切である。製
図例なども豊富に記載されている。

内容が系統的、発展的に
構成されている。

工業技術基礎 1

工業全般に関わる基礎的な知識や、工業各
分野の基礎的な技術について、理解しやす
い記述になっている。

各内容の分量と配分が適
切である。

文章表現、用語などの使
用が適切である。

電子回路

新しい電力技術（１） 3

基礎的・基本的な事項をわかりやすく取り
上げ、容易に理解できるよう工夫されてい
ている。

電子製図 3

製図道具の基本的な取り扱いや、製図の書
き方が具体的に説明されている。

各内容の分量と構成が適
切である。

漢字・かなづかい・記
号・計量単位などの使用
が適切である。

文字、図版が、適切に配
慮されている。

やさしい文法事項から
入っている。量も適当で
ある。

写真やイラストが多く、
行間にも余裕がある。進
出単語にカナがあるのも
よい。

Revised Edition
ENGLISH NOW Ⅰ

3

興味をひきやすい題材であり、基礎・基本
を重要視した内容である。説明も丁寧でわ
かりやすい表現になっている。

外
国
語

JOYFUL English
コミュニケーション英
語基礎

1

英文がやさしく、簡潔であり、文法事項に
関しても基礎の基礎から始まっている。英
語が苦手な生徒に対応している。

図・表、写真などが適宜
掲載されており、内容の
理解を深めることができ
る。

All Aboard!
Communication English
Ⅰ

2

生徒が関心を持ちやすい題材を扱ってい
て、英文に興味を持たせやすい。文法を段
階的に学べるようになっている。

やさしいことから始まっ
ていて入りやすい。じっ
くりやるには適切な量で
ある。

わかりやすく、良く噛み
砕いてある。

各課の活動の種類、量と
もに適当である。

写真、イラストが多く、
見やすい。文法について
も上手く整理されてい
る。

設計の体系に沿った構成
であり、図も多く適切で
ある。

文章、図版の割付が適切
である。

家
庭

新家庭基礎
ともに生きる,くらしを
つくる

機械設計１ 3

設計に必要な基礎的・基本的内容が丁寧に
取り入れられ、重要な語句は太字で掲載す
るなどの工夫がされている。

4

自分らしい生き方の確立や自立した生活を
送るための基礎的・基本的な力を身につけ
ることができるよう、わかりやすく構成さ
れている。

単位数に見合った内容
で、構成も生徒に身近な
内容から入っており、理
解しやすい。

原動機 4

流体力学、熱力学の基礎をふまえ、原動機
の構造や、機能がわかりやすく適切に配列
され、生徒が興味を持てる内容になってい
る。

設計の体系に沿った構成
であり、図も多く適切で
ある。

文章、図版の割付が適切
である。

電気製図 3

電気製図に関する基礎的・基本的な事項を
わかりやすく取り上げ、初心者にも理解し
やすく工夫されていている。

製図の導入を十分に意識
し記述されている。

製図の事例も豊富であり
表現も的確である。

広い範囲にわたり、全体的に理解しやすい
ように配慮されている。重要なところにつ
いては、図を用いてわかりやすい説明がさ
れている。

図板が大きく視覚的にわ
かりやすい。

学習内容に応じて系列的
で理解しやすい構成であ
る。

4

電力技術に関する基礎的事項が図や表を多
く取り入れわかりやすく解説されている。

機械設計２
4

設計に必要な基礎的・基本的内容が丁寧に
取り入れられ、重要な語句は太字で掲載す
るなどの工夫がされている。

装丁がよく、各内容の分
量と配分が適切である。

新しい電力技術（２）

具体例を多く取り入れ、
理解の定着に努めてい
る。

やさしくわかりやすい言
葉で書かれている。用語
の説明も適切である。

図や表など適切に配置さ
れている。

各単元内容の分量と配分
が適切である。

文章表現、用語などの使
用が適切である

内容が系統的、発展的に
構成されている。

文字・図版が、適切に配
慮されている。

図や写真が多く取り入れ
られ、理解しやすいよう
工夫されている。

構成・内容にも十分に配
慮されており、学習量と
しても適切である。

図表等がわかりやすく色
分けされており、表記方
法も適切である。

3

基礎的・基本的および発展的な内容の取扱
いが適切である。図やカラーページがあり
わかりやすい。

通信における様々な技術が、例や図を用い
ながらわかりやすく説明されている。

説明の文章が簡潔でわか
りやすい。重要用語をよ
く強調している。

通信技術 4

マルチメディア応用

製図
2
3

基礎的・基本的および発展的な内容で、文
章表現、用語などの使用が適切であり、製
図例なども豊富に記載するなどの工夫がさ
れている。

4
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発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

使用
学年

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

 川崎市立  川崎総合科学　高等学校 （ 定時制 ）

　　　　　　　平成２６年度使用教科用図書採択選定一覧表

科
分

教
区

教　科　書　名

154 工業

オーム 311

7 工業

実教 315

174 工業

コロナ 329

174 工業

コロナ 330

174 工業

コロナ 331

7 工業

実教 348

7 工業

実教 359

工
業

電子情報技術 2

電子情報に関する基礎事項に重点を置いて
いる。教科内容をバランスよく総合的に取
り上げている。

図や表も多用されており
わかりやすい。

全体的に図や表などを適
切に配置している。

電気機器 2

基礎的・基本的な事項に重点を置いてい
る。バランス良く教科内容を取り上げてい
る。

構成、分量とも適切で体
裁もよい。

全体的に図や表などを適
切に配置している。

図などを多く取り入れ、
章末に適切な問題を出題
するなど、理解の定着に
良く努めている。

やさしくわかりやすい言
葉で書かれている。

各内容の分量と配分が適
切である。

情報技術基礎 2

全般的に、理解しやすいように配慮されて
いる。特にプログラミングでは、Ｃ言語に
分量を割いており丁寧な説明がされてい
る。

わかりやすい電気基礎

電気基礎（上） 2

理論や法則などがコンパクトにまとめられ
ている。例題や問いの分量も適切でバラン
スが良い。

機械工作１ 2

材料の性質や、鋳造、溶接などの内容が精
選されており、機械工作の基本的な知識や
技術について具体例を取り入れ、理解しや
すい内容になっている。

1
2

各章ごとにまとめがあり、例題も多く内容
的にも基本的な部分がわかりやすく理解し
やすくなっている。

電気基礎（下） 2

電気基礎（上）同様、理論や法則などがコ
ンパクトにまとめられている。例題や問い
の分量も適切でバランスが良い。

見やすく工夫されてお
り、また例題を多く掲載
して理解を深めるように
努めている。

文章表現、用語などの使
用が適切である。

従前の教科書に比べサイ
ズも大きくなったことで
見やすくなり、学習しや
すい系統になっている。

明確でわかりやすい図や
写真が多く、内容がとら
えやすい。

２冊が１冊にまとめら
れ、サイズが大きく使い
やすく分量も適切であ
る。

図や写真が多く、わかり
やすい表現がしてある。

明確でわかりやすい図や
写真が多く、内容がとら
えやすい。

33



発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

15 国総

三省堂 307 1  2

50 現文 3

大修館 039 4

183 講読

第一 018 3

81 世Ａ

山川 307 2

46 地Ａ

帝国 303 1

46 地図

帝国 302 1

2 世Ｂ

東書 012 3

183 現社 3

第一 027 4

2 数Ⅰ

東書 303 1  2

2 数Ⅱ

東書 303 3

2 数Ａ 3

東書 303

2 数Ⅱ

東書 023 4

183 化基

第一 312 1

183 生基

第一 309 2

理
科

高等学校　新化学基礎

化学の基本的事項が大変精選されており、
まとまっていて学習しやすい。学習指導を
進める上で適切である。

高等学校　新生物基礎

生物の基本的な内容を、生徒にわかりやす
いよう平易に書かれている。またさらに高
度な内容まで網羅されており生徒にとって
使いやすくまとめられている。

分量は適切である。構成
についてもよくまとまっ
ている

平易な表現でわかりやす
くかかれている。

文章、図とも分量が適切
であり、基本的な内容を
理解しやすい。

図も文字も大きくかかれ
ており、視覚的にわかり
やすい。

新数学Ａ

新数学Ⅱ

本文の説明内容が丁寧で理解しやすい記述
である。ポイントがカラーで図式化されて
いるなど、学習しやすい工夫が随所でなさ
れている。

本文の説明内容が丁寧で理解しやすい記述
である。イラストや図が多色刷りで見やす
く、ポイントが図式化されているなど学習
しやすい工夫が随所でなされている。

数
学

B5版で使いやすい大きさ
である。見開きで説明が
まとめてあり「例題」や
「問い」の量も適切であ
る。

本文の説明内容が丁寧で理解しやすい。ポ
イントや説明に関する図や式が多色刷りで
見やすく、学習しやすい工夫がなされてい
る。

多色刷りで平易な言葉を
用いており、読みやすい
内容である。

見開きで、説明がまと
まっており見やすい。
「例題」や「問い」の量
も適切である。

多色刷りで見やすく、1
ページについての文字の
量も適切であり読みやす
い。

見開きで、説明がまと
まっており見やすい。
「例題」や「問い」の量
も適切である。

色刷りで見やすく、平易
な言葉を用いており、読
みやすい内容である。

新数学Ⅰ

本文の説明内容が丁寧で理解しやすい。ポ
イントがカラーで図式化されているなど学
習しやすい工夫がなされている。また、巻
頭に中学校で学習した内容の復習ページが
あり、わかりやすい説明がなされている。

見開きで、説明がまと
まっており見やすい。
「例題」や「問い」の量
も適切である。

多色刷りで見やすく、文
字の大きさも適切であり
読みやすい。

新数学Ⅱ

新選世界史Ｂ

公
民

高等学校　改訂版　新
現代社会

学習内容の要点が理解しやすくまとめられ
ている。資料・写真も豊富で、生徒が興
味・関心をもちやすい。身近な題材が多く
掲載されており、考えさせる授業展開がし
やすくなっている。

基本的な内容の事項がよくまとまってお
り、図版資料だけでなく、単元ごとにコラ
ムや重要人物が掲載され、多角的な視点か
ら歴史をとらえ、生徒の興味・関心をひき
やすい構成となっている。

地
理
歴
史

高等学校　新地理Ａ

基礎的・基本的な内容が十分に網羅され、
文章と関連づけられた写真と図版資料等に
よって、より学習内容の理解に結びつきや
すくなっている。そのため、写真・図版資
料、本文の解説やコラムが充実している。

新詳高等地図

一般図・資料図・都市図・統計資料が適切
に掲載されている。地球的課題に関する主
題図も豊富で、課題学習の視点からも学習
しやすい作りになっている。

各項目の分量および図版
資料の配置・構成は適切
である。単元のまとまり
が良く、本文と図版との
関係性が理解しやすい。

文章表現も平易で、図版
資料が適切に表現され、
学習への取り組みを効果
的にし、資料活用能力を
高めることができる。

資料と地図の配置・配分
がよくまとまった構成に
なっている。分量も適切
である。

項目ごとに適した表現が
されている。図が大きく
て、色表現も見やすい。

全体的に構成と分量が適
切である。読みやすいよ
うに構成が工夫され、よ
くまとまっている。

平易な表現でわかりやす
い。図表、写真、地図、
統計データ等が豊富に取
り入れられている。

構成がよくまとまってい
て分量も適切である。図
版資料も配置・分量に工
夫がみられ、理解しやす
くなっている。

文字の大きさや書体が適
切で読みやすくなってい
る。文章の表現も平易
で、理解しやすい。

文章の分量も適切で、図
版との関係も理解しやす
い配置になっている。

平易な文章で、地図やグ
ラフなども見やすくわか
りやすい表記となってい
る。

高等学校　標準古典講
読　物語選

現代の世界史

基礎的・基本的な事項を理解するのに十分
な内容で、図版・写真も多く、歴史の流れ
が理解できるようになっている。

古文編と漢文編の二部に分かれており、多
様性がみられる。短く平易な文が並んでい
るので、生徒が読みやすく興味をひく内容
である。様々な分野に渡っていて使いやす
い。

それぞれの分野の代表作
が並んでいて興味をひ
く。カラーページも充実
していて読んでいて楽し
い。

文字の大きさも適切で、
すっきりとしていて読み
やすい。ルビの大きさも
適切で読みやすい。

新現代文　改訂版

二部に分かれている。それぞれ四分野が複
数回登場する構成となっている。古典的名
作から現代作家の作品までバランスよく配
置されている。教材として十分要件を満た
している。

320ページは一般的な分量
である。最小限の挿絵
で、読み物として簡素な
構成である。

活字体は一般的なもので
ある。やや文字間が窮屈
な感じがあるが、読みや
すい。

国
語

　　　　　　　平成２６年度使用教科用図書採択選定一覧表

精選国語総合

現代文編、古文編、漢文編と構成されてい
る。古典的名作が多く取り上げられ、なお
かつバランスよく配置されている。また読
書を促すようなコラムも充実していること
が特徴的である。

全編350ページ以上あり、
やや厚めである。装丁は
簡素であるが、読みやす
く整っている。

 川崎市立  橘　高等学校 （ 定時制 ）

字がやや小さめに感じる
が、あまり読みづらさは
感じない。

科
分

教
区

教　科　書　名
使用学年

上段：3年制
下段：4年制

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現
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発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

　　　　　　　平成２６年度使用教科用図書採択選定一覧表

 川崎市立  橘　高等学校 （ 定時制 ）

科
分

教
区

教　科　書　名
使用学年

上段：3年制
下段：4年制

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

183 地基 3

第一 305 3

2 理Ｂ

東書 011 4

50 保体

大修館 301 1  2

27 音Ｉ 3

教芸 010 3

116 美Ⅰ 3

日文 006 3

2 書Ⅰ 3

東書 008 3

205 コ基

三友 301 1

2 コⅠ

東書 301 2

9 オⅠ 3

開隆堂 021 3  4

15 英Ⅱ

三省堂 045 3

15 英Ⅱ 3

三省堂 046 4

6 家総

教図 302 2

183 家庭

第一 039 3

116 情報 3

日文 042 4

理
科

高等学校　改訂版
家庭総合
生活に豊かさをもとめ
て

情
報

情報Ａ

各分野の内容がわかりやすく記述・説明さ
れていて、写真やイラストが充実し、見や
すく理解しやすい。

内容が精選されており、必要な知識が得ら
れる。巻末の資料が充実している。

家
庭

VISTA
English Series Ⅱ
Step Two New Edition

生徒の知性や感性を考慮して、生徒の興味
を喚起した内容になっている。各課の文法
の説明は簡潔でわかりやすい内容。生徒が
学びやすい編集である。

他社に比べて、やや少な
めの分量である。構成は
バランスがとれており問
題はない。

平易な表記。文章表現も
問題はない。

全体が２８０ページ以上
と分量が多い。各項目に
キーワードが示され学習
しやすい。

図表や写真の配置が適切
でわかりやすく、生徒が
興味を持ちやすい。

多彩な内容が系統的に構
成され、分量も適切であ
る。

図やイラストが多く配置
されていて、表記もわか
りやすい。

実習のページが多く、見
開き完結で授業しやす
い。

写真や図表が豊富で、特
に実習の図が大きく見や
すい。

家庭総合
ともに生きる　明日を
つくる

各単元の内容が科学的視点で、基礎から応
用へと幅広く取り上げられ、各単元をしっ
かり学ぶことができる。また、伝統文化に
ついて多数触れられており、充実してい
る。

ORAL COMMUNICATION
Revised EXPRESSWAYSⅠ
Standard Edition

VISTA
English Series Ⅱ
Step One New Edition

生徒の知性や感性を考慮して、生徒の興味
を喚起した内容になっている。各課の文法
の説明は簡潔でわかりやすい内容。学習内
容は標準的である。

各課のダイアログは短い。場面設定が多種
多様で、簡易な表現で生徒がコミュニケー
ションできるように工夫されている。

外
国
語

必要最小限の分量で、基
礎から段階的に学べる構
成である。

写真やイラストも多く、
表記も非常にわかりやす
い。

分量が他のものに比べて
やや少ない。

平易な表記で大変わかり
やすくなっている。

他社に比べて、やや少な
めの分量である。構成は
バランスがとれており問
題はない。

平易な表記で、表現もわ
かりやすい。

JOYFUL English
コミュニケーション英
語基礎

新出語彙等に適宜カタカナでルビがついて
おり、英語が苦手な生徒でもわかりやす
い。学習内容も最低限のことは網羅されて
いる。

適切な分量で、基礎から
コニュニケーションの技
法を学べる構成である。

写真やイラストが多く、
生徒が興味を持ちやす
い。

All Aboard！
Communication English
I

見開きで１トピック。アルファベットの復
習から記載があり、英語が苦手な者向けで
ある。学習内容も初歩的で基礎的なもので
ある。

美・創造へ１

書道Ⅰ

教材の項目ごとに学習目標・自己評価の要
点が示されており生徒が学習しやすい。創
作の手順が具体的で視覚的に理解し、書表
現への意欲が高まる工夫がなされている。

各項目の記述が幅広くわかりやすく書かれ
ている。古典から現代、日本・東洋・西洋
とバランス良く扱われており、鑑賞教育に
役立つ工夫がされている。

美しく構成されており、
資料としての価値も高
い。分量も適切である

詳細でわかりやすく書か
れている。芸

術

大判教科書で、１つの学
習項目を２項で完結して
あり授業がしやすい。

図表や写真などもあり、
考えやすく、想像力も増
す。

表現教材と鑑賞教材の関
連がうまく図られた構成
になっている。

楽譜が見やすく美しい写
真や貴重な写真も多い。

各分野が系統的に構成さ
れ、量も適切である。

平易な言葉で、重要な部
分は色文字を使うなど読
みやすい。

保
健
体
育

現代高等保健体育

各項目毎の学習の目標が明示されていて、
わかりやすい。図・表・写真などの資料も
充実している。余白に用語解説があり便利
である。

構成・分量ともに適切で
ある。

平易な表現でわかりやす
く表現されている。

ＭＯＵＳＡ１

様々なジャンルからバランスよく教材が取
り上げられている。幅広い音楽活動ができ
るように工夫され配置もよい。

高等学校　地学基礎

新編理科総合Ｂ

身のまわりにある自然界の現象を総合的に
とらえられるように内容を精選しており、
文章表現も平易に書かれている。学習指導
を進める上で適切である。

単元構成や配列が工夫され、基礎・基本事
項が適切にまとめられていて、発展事項も
充実している。

多彩な内容が系統的に構
成され、分量も適切であ
る。

写真・イラストや図が豊
富で見やすく、系統的に
配置されている。
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発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

17 国Ⅰ

教出 009

17 講読

教出 015

2 現文

東書 029

50 古典

大修館 050

50 現文

大修館 053

15 国総

三省堂 307

7 日Ａ

実教 008

17 地Ａ

教出 009

46 地図

帝国 010

7 日Ｂ

実教 013

46 世Ａ

帝国 305

17 倫理

教出 012

7 政経

実教 016

7 現社

実教 303

学習内容を理解する上で
必要な図表や写真などの
資料が豊富である。ま
た、生徒の興味・関心を
高められる。

様々な現代社会の問題を
網羅して、それぞれよく
まとめられている。

時事用語や重要語句が充
実しており、興味・関心
をひく資料、脚注、コラ
ムなど最新のデータが採
用されている。

現代社会の動向や課題について、その内
容・構成が生徒にわかりやすくまとめられ
ている。ヴィジアルやコラム、Ｑ＆Ａ、ナ
ビなど、生徒の疑問に応える形式を採って
いる。

新　倫理　自己を見つ
めて

3
4

生徒も共感するような例も含まれていて興
味・関心が高まる内容となっている。自己
への問いや他者と共に生きる青年期の生き
方、東洋思想・西洋思想を通じて、人間の
生き方に焦点を当てている点が優れてい
る。

時事ノートや経済Ｑ＆Ａ
のコーナーがあり、生徒
の興味・関心をひく内容
を網羅している。

政治・経済のどの分野においても、各テー
マごとにわかりやすく理解しやすい内容に
なっている。また、現在おこっている様々
な社会問題についても、最新の情報を提供
し、生徒が理解しやすい内容でまとめてい
る。

新版政治・経済 4

地
理
歴
史

公
民

新詳高等地図　初訂版
3
4

地理歴史科・公民科の学習上必要不可欠
な、一般図・資料図・都市図・統計資料が
適切に掲載されている。

最新現代社会 1

明解　世界史Ａ

高校日本史Ａ　新訂版

新地理Ａ　暮らしと環
境

各時代の史実が理解でき
るような構成になってい
る。記述が、丁寧でわか
りやすい。客観的に歴史
事実をとらえられるよう
工夫している。

史料及び図版・写真が豊
富である。歴史のまど等
のコラム欄や脚注が興
味・関心をひく内容であ
る。

各単元のテーマや追求す
るポイント、問いが示さ
れていて、興味・関心を
高める構成となってい
る。

写真・図表などの資料が
豊富で、興味・関心が高
まる表記となっている。

精選された内容で重要語
句の記載も適切である。
ページ毎に資料と本文の
配置・分量が工夫されて
いる。

図版や写真・地図の大き
さが適切で見やすい。全
体に明るい仕上げになっ
ている。

3
4

本文の解説やコラムが充実していて生徒が
学習内容を整理しやすい工夫をしている。
本文と注釈を分離することで限られたス
ペースに多くの知識項目を集約した内容と
なっている。また、写真・図版・統計資料
も豊富で充実している。

3

図版資料、イラストが豊富で生徒の興味・
関心を高める内容となっている。基本的な
学習事項について、本文・コラム・脚注を
含めてわかりやすく編集されている

2

図版や地図・資料が充実し図録を兼ねるよ
うな内容である。ポイントごとに各時代の
人々の生活と文化を特集したページが用意
され生徒の興味をひきやすい。

字が大きく、彩りも鮮や
かである。

構成・分量ともに適切で
あり、装丁はシンプルで
ある。

適度な図表があり、シン
プルで見やすい表記であ
る。

図版資料の配置・構成が
適切で全体のレイアウト
がよく工夫されている。
注釈の分離が有効に機能
している。

文字の大きさ・書体は適
切である。表現も平易で
わかりやすい。平易で語
りかけるスタイルの表現
により読み進みやすい文
章となっている。

高校日本史Ｂ　新訂版
3
4

各時代のテーマごとに、考えさせる内容・
問いかけが盛り込まれている。各テーマ学
習や「歴史の考察」が盛り込まれており、
生徒に歴史の興味・関心をひく内容になっ
ている。

世界地図・日本地図、資
料図、統計がバランスよ
く配分されている。地図
と資料の関連がはかれて
いる。

国名表記は，可能な限り
正式国名を採用した。地
名表記も発音に近い表記
を採用した。図が大きく
て、見やすい。

写真や挿絵が多く、カラ
フルで親しみやすい。

新編現代文　改訂版
3
4

現代の作品が多く、親しみやすさを重視し
た内容が取りそろえられている。

コラムが充実しており、
生徒が理解しやすい構成
である。分量も適切であ
る。

落ち着いた色づかいで見
やすい表記になってい
る。また説明文も簡潔に
書かれている。

精選　国語総合
1
2

単元ごとに、比較的最近の作品と定番作品
と複数取りそろえられている。

「広がる読書」「遊び・
ユーモア・ゆとり」な
ど、ユニークな単元が並
んでいる。

国
語 構成・分量ともに適切で

あり、装丁もカラフルで
きれいである。

全体的に行間が広めで見
やすく、挿絵など視覚的
表現が多い。

新編現代文

新編古典　改訂版 4

古文・漢文ともに定番の平易な題材が多く
用いられ、古文の基本が理解しやすい内容
である。

4

新しい作家から定番の作家の作品まで、多
様な題材が取りそろえられている。作品の
理解を助ける資料が多い。

適切な分量であり、バラ
エティ豊かな構成であ
る。

　　　　　　　平成２６年度使用教科用図書採択選定一覧表

国語表現Ⅰ　改訂版
3
4

目標と発達に合った項目が適切に配置され
ており、工夫がなされた内容である。

発達に応じた配置がさ
れ、分量も適切である。

視覚的な資料も多く、わ
かりやすい。

科
分

教
区

教　科　書　名
使用
学年

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

 川崎市立  高津　高等学校 （ 定時制 ）

新古典名文選
古典講読

3
4

古文の基本が理解しやすい内容である。付
録の解説も多く親切である。

分量、各作品の配置とも
に適切である。

適切な表現であり、わか
りやすい。
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発行者
の番号

教科書
の記号

略称 番号

　　　　　　　平成２６年度使用教科用図書採択選定一覧表

科
分

教
区

教　科　書　名
使用
学年

内　　　　　　容 構成・分量・装丁 表記・表現

 川崎市立  高津　高等学校 （ 定時制 ）

104 数Ⅱ

数研 032

104 数Ⅰ

数研 314

104 数Ａ

数研 314

183 地基

第一 305

183 生基

第一 309

183 化基

第一 312

50 保体

大修館 302

27 音Ⅱ

教芸 008

116 美Ⅰ

日文 005

6 書Ⅰ

教図 010

109 英Ｒ

文英堂 047

183 英Ⅱ

第一 066

205 コ基

三友 301

15 コⅠ

三省堂 308

JOYFUL English
コミュニケーション英
語基礎

VISTA English
Communication Ⅰ

2

取り上げている題材が現在の高校生の興
味・関心に合っており、生徒たちが日常生
活と結び付けて考えやすいものである。

1

英語を学ぶ楽しさを感じられるように工夫
されている。題材も現代の高校生が知的な
興味を持つテーマを中心に構成されてい
る。英語の基本を学べるように構成されて
いる。

外
国
語

見開きで一つのレッスン
が終わり、飽きない構成
である。

イラスト、写真がよい。
レッスン終了後に与えら
れる課題もユニークで面
白い。

各課で基礎・基本を身に
つけられるように作られ
ている。適切な分量であ
る。

目をひきやすい写真が多
用され、視覚的にも親し
みやすい。

各課で基礎・基本を身に
つけられるよう、適切な
分量になっている。

写真やイラストが多く、
目をひきやすいような表
現がされている。

NEW EDITION Surfing
ENGLISH READING

3
4

ひとつのレッスンが長くなく、授業がやり
やすい構成となっている。内容も高校生の
知的な興味をひくものを採用している。

基礎的なことから、応用
まで、英語が不得意な生
徒にも理解しやすい分量
になっている。

写真やイラストが随所に
あり、楽しめるように工
夫されている。非常に見
やすい。

Viva English！Ⅱ
NEW EDITION

3
4

現在の高校生の興味・関心に合う題材で構
成されており、生徒たちが日常生活と結び
付けて考えやすい内容となっている。Ⅰに
続いて、適切な配置になっている。

高校美術1

書　Ⅰ 4

理論と実技がバランスよく構成されてい
る。

4
芸
術

１単元が４ページで構成
されており生徒に特に重
点的に伝えたい内容につ
いて３ページと特設１
ページで構成されてお
り、実践力を身につけさ
せることができる。

強調文字などが使用され
ておりカラー写真やグラ
フ等も多く生徒の興味･関
心が自然と喚起できるよ
うになっている。

構成・分量ともに適切で
ある。

落ち着いた配色で見やす
い。

構成・分量ともに適切で
ある。

書き方の姿勢のイラスト
が使われており、実践に
も役立つ表記がある。

保
健
体
育

最新高等保健体育
1
2

図や写真など視覚での理解がしやすく、基
礎・基本が丁寧にわかりやすく説明されて
いる。一目でわかるキーワードや学習のね
らいがはじめにあることにより、課題意識
をもたせながら学習を進めることができ、
生徒の興味・関心をひきやすい。

構成・分量ともに適切で
ある。

絵画などの写真がきれい
で見やすい。また配列も
工夫されている。

ＭＯＵＳＡ２ 4

器楽、歌唱ともに高度な内容を簡潔にまと
めてあり、生徒が楽しく音楽を学べる内容
となっている。

多数の作家・作品が多数使われており、生
徒が様々な表現に触れることができる。基
礎・基本が網羅されている。

高等学校　新生物基礎

高等学校　新化学基礎 3

身近な化学製品などを中心に簡潔にまと
まっており、生徒が学習しやすい内容であ
る。

2

生徒の興味を喚起する素材や話題を取り
扱っており、興味関心を持ちやすい。
図や写真が多く文字も見やすいフォントに
なっている。

理
科

構成・分量が適切であ
る。

わかりやすく適切な表現
で示されている。

分量も適切であり、編ご
とのつながりがわかりや
すい構成がされている。

視覚的な資料も多く、わ
かりやすく、適切な表現
である。

分量も適切であり、編ご
とのつながりがわかりや
すい構成がされている。

視覚的な資料も多く、わ
かりやすく、適切な表現
である。

新　高校の数学Ａ 3

例題や例も多く、説明に使われている図や
数式もわかりやすく適切に表現されてい
る。練習問題は基礎からしっかり学べるよ
う工夫されている。また、課題学習や応用
的な内容もしっかりしている。

分量も適切であり、編ご
とのつながりがわかりや
すい構成がされている。

視覚的な資料も多く、わ
かりやすく、適切な表現
である。

高等学校　地学基礎 1

自然界の現象が簡潔にまとまっており、生
徒が学習しやすい内容である。

改訂版　高校の数学Ⅱ

新　高校の数学Ⅰ
1
2

例題や例が多く、わかりやすい。また、基
本的な練習問題が多いこともよい。図や表
の使い方も適切である。また、「column,
課題学習」の項目を設けて、話題性や興
味・関心をそそる内容となっている。

4

構成・分量が適切であ
る。

わかりやすく適切な表現
で示されている。

構成・分量が適切であ
る。

わかりやすく適切な表現
で示されている。

例題や例が多く、わかりやすい。また、基
本的な練習問題が多いこともよい。図や表
の使い方も適切である。また、「column,
課題学習」の項目を設けて、話題性や興
味・関心をそそる内容となっている。

数
学
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 川崎市立  高津　高等学校 （ 定時制 ）

7 家基

実教 304

61 情報

啓林館 064

116 社情

日文 307

情
報

基礎的な資料やイラスト
や写真も豊富で生徒の興
味・関心をひきやすい。

各分野のバランスが良
く、分量と配置も適切で
ある。

図やイラストが豊富でわ
かりやすい。注釈も適切
に入れられている。

見てわかる社会と情報 1

直感的に見てわかる内容であり、取り組み
やすい。また、学習時の短時間での指示に
も対応して良い。

家
庭

家庭基礎　パートナー
シップでつくる未来

2

生きていく上で必要な基本的知識・技能を
身につけることに重点が置かれている。自
分自身でどう生きていくか考えることがで
きる。具体例も豊富である。

各分野のバランスが良
い。

図やイラストが豊富でわ
かりやすい。

高等学校　情報Ａ　最
新版

3

別冊の「オペレーションハンドブック」
が、操作マニュアルとしてよくまとまって
いる。学校で使用しているソフトウェアの
バージョンに対応できていないため、副教
材の利用で対応している。初心者がコン
ピュータについて学ぶ上で適している。

各単元に導入ワークがあ
り、生徒の動機づけに適
している。また１つの単
元がコンパクトにまと
まっていてわかりやす
い。
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